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概要
本報告の背景
平成 23 年（2011）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う巨大津波に起因した
東京電力福島第一原子力発電所事故（以下福島第一原子力発電所）は，工学と技術が支え
る巨大な社会経済システムの脆弱性を露呈し，その価値創成と安全を担う技術者・経営者
及びその組織に対する社会からの信頼を失墜させた．
この事態は，科学技術革新を基盤として社会経済的価値の創造をし続ける「科学技術イ
ノベーション創造立国」を国是とする日本にとって重大な危機であり，この脆弱性の抜本
的強化と社会からの技術への信頼の復元が必須である．
日本機械学会はこの危機認識に立ち，各種の短中期的緊急課題への対処に注力するとと
もに，中長期的視点に立った「福島原発事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会的使命検討
委員会」を 2012 年 1 月に設け，幅広い検討を行なったので以下に報告する．
本報告は，機械工学等の工学をバック・ボーンとして産業等において社会経済的価値の
創造を担っている技術者・研究者及び事業責任者，及び大学等で工学研究と教育を担って
いる研究者・教育者，ならびに研究独法等にてイノベーション創出に向けた研究開発を担
う立場，さらは科学技術・学術振興と教育振興を担う行政の立場の方々を対象としてまと
めた．
工学の社会的使命の原点に立って「技術と社会」，「技術開発の歴史から学ぶ」，「社
会が技術革新を受容する際の工学の役割」，「21 世紀の市民が持つべき科学技術的素養」
そして，「工学コミュニティの社会的役割」について検討した本報告を参考にして，それ
ぞれの社会的立場に立った安全・安心の社会経済システムの創成と教育・人材育成に活か
されることを期待する．
第 1 章概要：技術が社会に受容されるための条件
第 1 章では，リスク概念に基づく安全文化を構築することが技術が社会に受容されるた
めの前提条件であることを明らかにする．さらに，この前提条件は，一方で，リスク・ア
セスメントの必要性を認識することを必要とし，他方で，リスク・アセスメントによって
明らかにされた残存リスクを社会に対して説明し，社会に受け入れてもらうことによって
充足されることを述べる．
このような論理の枠組みの下で，最初に，1.1 節では，機械設備の安全対策とリスク・ア
セスメントには，①本質的な安全設計方策，②安全防護策，③残余のリスクに関する情報
提供の 3 つのステップがあり，「安全」に対する国際的な定義：「受け入れ不可能なリス
クが無いこと」を確認した．次に，「残余のリスク」を社会に対して説明し，それを社会
に受け入れてもらうためには，リスク・コミュニケーションが重要であることを明らかに
するが，リスク・コミュニケーションを適切に行うために「リスク認知」の考え方を整理
し，安全な社会経済システム創成を担う技術者・事業経営者は「市民のリスク認知」を理
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解し，その理解に沿う形で「リスクを提示」する必要性がある．，創成する社会経済シス
テムが「安全」であるのに加えて，「安心」として社会に受容されるには，「市民のリス
ク認知」のレベルで残存リスクが受入可能であると納得されることが必要であり，ここに
リスク・コミュニケーションの重要性が位置付けられる．同時に，社会と市民の受け止め
に大きな影響力を持つメディアと政治に対して工学コミュニティは辛抱強く情報を発信し
続け，理解を得ることが大切である．
1.2 節では，福島第一原子力発電所事故で明らかになった「原子力発電所に関わるリス
ク・コミュニケーションの欠落」と，この欠落が事故後 2 年経過した現在においても「福
島以前」となんら変わっていないことを警告した．特に，事故後のリスク・コミュニケー
ションの問題として，「低線量放射線の健康被害に関するリスク・コミュニケーション」
の抜本的な改善が必要である．更に，福島第一原子力発電所事故の真の原因究明の未達成
を指摘するマスコミ等の論調に対して，事故の主因はすでに明らかであるという立場を明
らかにする，アメリカが同時多発テロ事件以降に立てて日本政府にも開示された「原子力
発電所を標的としたテロを想定した危機管理対策」に含まれている対策の多くは地震や津
波などの自然災害による危機にも等しく適用出来るものであり，適切な危機管理策が策定
されていたら，福島第一原発の炉心溶融事故は防止出来た可能性を指摘した．誰が，如何
なる理由で，この「米国からの危機管理対策」を無視したのか，その真相を明らかにして，
その教訓をこれからの危機管理に活かしていくことが必要である．
さらに，1.3 節では，福島第一原子力発電所事故及び東北電力女川原子力発電所（以下女
川原子力発電所）の対巨大津波耐力の実証などから学ぶべき教訓として，「適切な設計基
準の設定と常なる妥当性の点検」，並びに「設計基準を超えた事態に対応できる技術の確
立と適用」が，原発に代表される巨大複雑系社会経済システムの設計と危機管理に極めて
重要であることを述べる．
最後の 1.4 節では，「世界的レベルからの視点で，日本の技術者・研究者・事業経営者
の安全に対する無頓着さ」を指摘する見解に対して，日本の安全文化の問題点は安全軽視
にあるわけではなく，日本の安全文化には根本的な問題点がひそんでいることが指摘され
る．そこでは，日本の安全文化の特質として，一方で「お上」から与えられる安全に対す
る盲信が指摘され，他方で「社会が受け入れ不可能なリスクの不存在」という相対的な安
全概念に対する無理解が指摘される．すなわち，日本では，市民は「お上」の定めた安全
基準によって安全を保証されていると期待し，事業者は「お上」の定めた安全基準さえ守
っていれば社会から非難されることはないと期待している．
社会がリスクを伴う新技術を受け入れるためには，安全か危険かという単純な二分法で
はなく，安全を「受け入れ不可能なリスクが存在しないこと」と定義することを受け入れ
るとともに，「受け入れ可能であるが，低減させることが望ましく，かつ可能であるリス
ク」の存在を容認することが必要である．技術者が安全性の向上に向けて努力することに
対して，「安全性が向上するということは，これまでは安全性が不十分だったということ
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だ」という攻撃が日常的に行われるような安全文化の下では，技術の安全性の向上が望め
ないことは明らかであり，このような屈折した安全文化が福島第一原子力発電所の事故の
遠因となっている．
第 2 章概要：技術と工学の進展から学ぶ安全性確保のための社会システムの形成
第 2 章においてははじめに，輸入技術に依存した日本の原子力発電の 40 年余の歴史を
概観するとともに，東日本大震災と巨大津波によって引き起こされた原子力発電所，並び
に火力発電所の被害と，その日本の社会・経済に対するインパクトを俯瞰的にまとめた．
それを基に脱原子力論と原子力存続論の選択に向けた議論に，発電技術の歴史的経過にも
学ぶべきこと，さらに技術者・技術者集団としての社会的責任を論じている．
次いで，火力発電プラントを事例とした「技術と工学の進展と安全性確保のための社会
シスステムの形成」の歴史を振り返り，性能の向上と安全なシステムの完成に向けた技術
革新への挑戦の失敗と成功の歴史から学ぶべきことを整理した．そこには，機械工学の進
展と，信頼性確保のためのボイラ，船舶等の「第三者検査体制」の確立が大きな役割を果
たした．しかしながら，原子力発電分野においては，電力事業会社の自主検査の立会業務
に限定され，第三者検査が未発達であることが指摘された．
これらの歴史的俯瞰を通して，工学の進展の歴史から学ぶ技術者の社会的責任を論じ，
それを転写した原子力発電プラントの信頼性保証の要である「第三者検査制度」の質の保
証についての課題を提起した．同時に，社会的責任を負う職業である技術者は，「所属す
る企業体等の組織の利益と，社会的利益との間に立ち，時には利益相反する立場にある」
ことの困難さと，その克服には学会の重要な役割があることを指摘した．
第 3 章概要：科学技術革新に対する社会からの受容に必要な工学の役割
科学技術革新の成果が「ハード・ソフトウエア及び社会システム」の形で社会と日常生
活に深く浸透している現在，人々はそれらの成果物の基盤を構成している科学的・技術的
知識を持ち，その受容に対して自ら考えて行動することが求められているにも拘らず，現
状では，それらの成果物の恩恵にあずかることの利点（ベネフィット）のみが強調され，
負の面（リスク）については合理的に語られず，社会からの理解と受容が受けられにくい
問題に焦点を当てて，工学の社会的使命を論じる．
その一例として，「低線量放射線被曝の健康被害に対する安全と安心」を取り上げて，
リスク・コミュニケーションの課題を堀り下げた．「統計的な因果関係はないとする
Probability」の論理がそのまま市民に受け入れられることは難しいのに対して，「たとえ規
制値以下の値であっても癌になる可能性を完全に否定するものではないという Possibility
の論理」に立ったマスコミの報道が社会に与える影響は大であることを論じた．
また，放射線に対する人々の恐れと不安の根拠にある「恐ろしさ因子」と「未知性因子」
に委ねることなく，科学者と技術者は科学的根拠のあるデータに基づいて判りやすく社会
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に説明し，市民はそれを理解し自ら判断・行動する市民文化の醸成を図っていくことが求
められる．この「トランスサイエンス領域の問題」に対する社会の意思決定の方法につい
て論じ，現在の社会においては，それに対する社会的意思決定の仕組みを構築出来ていな
いことを問題提起した．ここに科学に裏打ちされた工学の新たな社会的使命がある．
今こそ科学に裏付けられた工学者・技術者は自分の専門の領域に閉じこもらず，自分が
関係する研究あるいは技術の成果が社会に出るときのリスクとベネフィットを正しく予測
して社会に発信していくことが求められる．その実践に必要な「リスク・コミュニケーシ
ョン能力の涵養」がこれからの科学者・技術者にとって重要であり，高等教育においても，
この工夫が求められる．
同時に，この課題は科学者・技術者の個人だけで対応できるものでは無く，学会，日本
工学会，および日本学術会議のような専門家集団の中で，異なる意見の者が集まって議論
し，「科学者の合意された声（ユニークボイス）」として集約していくことが必要である．
この社会からの命題に対して，日本機械学会と日本工学会および日本学術会議が取り組む
べき「ユニークボイスを形成し，発信する方法」について考察を行い提言した．
第 4 章概要：社会が“社会技術”を受容する際に市民が持つべき教養～工学リベラルアーツ
教育のすすめ～
科学技術創造立国日本にとって，市民の一人一人が科学技術革新によって生み出される
“社会技術”の光と影に対して自ら考え判断し，自らの意志で発言・行動できる教養を持つこ
とが求められている．科学技術革新の成果が“社会技術”として深く生活・社会・経済にまで
浸透した現代において，真に自由市民として生きるには，伝統的なリベラルアーツ（一般
教養）教育だけでは最早十分ではなくなっており，科学技術革新の内容と，その社会との
連関に関する理解力などの新たな素養：“科学技術リベラルアーツ”が必須となっている．
ここで市民が必要な素養は，「科学的知見に基づいた技術的判断」と言える．まさにこ
の「技術的判断能力」は，工学の「工」の字の原点である「社会的・経済的に価値のある
ものを創造する人間の営み」に通じる判断能力である．従って，この「市民が具備すべき
素養」は「科学技術リベラルアーツ」よりも，
「工学リベラルアーツ（Liberal Arts of Engineering）
と名称する方が理解されやすいと考えられる．この考え方に基づき，21 世紀における科学
技術革新の成果を社会が受容するべきか否かの合理的な判断能力のために市民が持つべき
素養を「工学リベラルアーツ」と呼称し，初等・中等教育から高等教育，さらには生涯学
習において学ぶべき共通の素養とすることを提言する．
本章では，その教育が抱えている社会経済的課題について掘り下げ，その改善・充実の
要である「科学技術リベラルアーツ」の概念と，その現実社会との橋渡し教育の構築の視
点に立った「工学リベラルアーツ教育」の振興を提言する．
第 5 章概要：

学会および大学・研究独法等の教育・研究組織の社会的役割
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21 世紀の現代において工学は「目標（ターゲット）の拡散」，「守備範囲（スコープ）
の拡散」および「学問分野（ディシプリン）の拡散」というべき 3 つの拡散現象の潮流に
直面している．その結果，学術としての工学の高度化と細分化が進展した．たとえば日本
工学会は創立 1879 年当時，機械工学も含めて 7 つの工学分野で構成されたのに対して，現
在は 100 の工学分野の学会から構成されるに至っている．
一方，科学技術革新の成果と工学に立脚した研究者・技術者及び事業経営者が創りだし
ている“社会経済システム”は，ますます巨大化かつ複雑化している．その成果の価値を社会
が認め受容する，“技術の社会技術化”を達成するためには，複数の学問分野（ディシプリン）
の総合と統合が必要となり，各工学の専門技術者・研究者の個人と個人，個人と組織，さ
らには組織と組織の間の工学的かつ社会科学的な協働が不可欠である．
地震による巨大津波がもたらした福島第一原子力発電所の重大事故は，この“工学的かつ
社会科学的な協働の欠陥”に起因する典型的な失敗事例として，“社会のための工学，社会に
おける工学”は真摯に受け止め，その教訓を教育から研究開発，さらには社会価値創造（イ
ノベーション）のプロセスまでも視野に入れて，科学技術創造立国の強化に活かさねばな
らない．
同時に，同じ規模の地震と津波に襲われながらも，設計通りの原子炉停止と炉心の冷却
機能維持，ひいては環境への放射能放出ゼロを達成し，立派に所期の社会的使命を果たし
た女川原子力発電所等の成功事例にも学ばねばならない．
換言すれば，福島第一原子力発電所事故の真の原因は，「科学技術そのものの限界や信
頼性の問題」ではなく，「科学技術革新の成果を社会へ適用（社会技術化）する使命を持
つ技術者・経営者の個人・組織が行う行為（判断，情報共有，相互批判，組織決定責任の
質等々）の信頼性の問題」であると言えよう．
この課題認識に立って，“設計科学”のみならず“技術の社会技術化”までも責任を担う工学
系，特に機械工学系の学会および大学・研究独法（工学コミュニティ）は，その社会的役
割を再確認することが求められている．
同時に，工学コミュニティは，拡散する工学が生み出す技術革新が生み出す様々な社会
経済的価値（イノベーション）が内包する“便益（ベネフィット）と危険（リスク）”に対し
て，社会と市民に対して説明をする使命も持つことも改めて再確認せねばならない．
以上の工学コミュニティに付託されている学術的，社会的使命の認識のもと，本章では
学会および大学・研究独法等の教育・研究組織の社会的役割に関して次の視点を取り上げ
て，各参加者の社会的使命の実践に向けて提言する．
1．工学研究・教育における「技術の社会技術化科学」の重要性の認識と実践
2．科学技術コミュニティからの社会と市民に向けた発信の形成について
3．巨大複雑化する社会的課題解決に向けた人材育成の強化について
結び：
「福島原発事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会的使命検討」委員会の議論を基に，本
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報告をまとめた．いずれの命題も従来の工学研究・教育・社会貢献の枠を越えた難問を包
含しており，かつ，これからの「社会のための工学」と「科学創造立国の日本」の実践と
実現には避けて通れない課題でもある．
読者にはその視座に立って，本報告と提言を「21 世紀における工学研究・教育・社会貢
献」のニューフロンティアとして読まれることを期待する．
また，各章それぞれ独立しているので，どの章からでも読んでいただいて良いように構
成されている．読者がそれぞれの社会的立場から，どれかの命題に取り組み，かつその命
題の解決に向けた研究開発・教育コミュニティあるいは科学技術・教育・イノベーション
振興政策コミュニティを創成して活動することを期待するとともに，日本機械学会等の場
で横通しと共有化活動に貢献することを期待する．

6

福島原発事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会的使命検討委員会
委員構成：

委員長：柘植綾夫（日本工学会会長）
幹 事：矢部 彰（産業技術総合研究所理事，本会筆頭副会長）
委 員：小澤 守（関西大学教授，副学部長）
北村隆行（京都大学教授元副学長，本会理事）
岸本喜久雄（東京工業大学教授，本会副会長）
近藤惠嗣（福田・近藤法律事務所）
土屋総二郎（デンソー取締役副社長，本会副会長）
前川 治（東芝執行役常務，本会理事）
森下正樹（日本原子力研究開発機構，副部門長）
特別参加:
金子成彦（東京大学教授，本会会長）
小泉安郎（信州大学教授）
佐藤順一（ＩＨＩ特別顧問，本会前会長）
白鳥正樹（横浜国立大学名誉教授，東日本大震災調査・
提言分科会主査，本会前会長）
森村 勉（東海旅客鉄道 専務取締役，本会監事）
吉村 忍（東京大学教授）
（注：所属は本委員会発足時，2012 年 1 月における所属）

7

目
第1章

次

技術が社会に受容されるための条件 (10)

1.1 リスクとリスク・コミュニケーション (10)
1.1.1 安全対策とリスク・アセスメント (10)
(1) 安全対策とリスク・アセスメント (10)
(2) 安全の定義 (10)
(3) 残存リスクの特定 (11)
1.1.2 安全・安心とリスク・コミュニケーション (12)
(1) リスク認知 (12)
(2) リスク・コミュニケーション (13)
(3) マスメディアと政治 (13)
1.2 原子力発電所に関わるリスク・コミュニケーション (14)
1.2.1 福島第一原子力発電所事故が明らかにしたこと (14)
1.2.2 「福島以降」のリスク・コミュニケーション (15)
(1) SPEEDIデータの非公開 (15)
(2) 低線量放射線によるリスク (15)
(3) リスクとベネフィット (16)
1.2.3 福島第一原子力発電所の事故はなぜ起きたのか (16)
(1) 事故収束を不可能にした原因 (16)
(2) 時間との戦い (17)
(3) 闇に葬られた B.5.b (17)
(4) 分かりやすい説明の必要性 (18)
1.2.4 クライシス・コミュニケーション (18)
1.3 設計基準と「想定外」(19)
1.3.1 設計基準 (19)
1.3.2 巨大システムの安全対策 (20)
1.4 日本の安全文化 (21)
1.4.1 海外専門家の批判 (21)
1.4.2 安全に対する信頼 (21)
1.4.3 受け入れ可能なリスク (22)
(1) 安全とゼロ・リスク (22)
(2) 日本の安全文化の変革は可能か (23)

第 2 章 技術と工学の進展から学ぶ安全性確保のための社会システムの形成(24)
2.1 はじめに (24)
8

2.2 蒸気動力時代の幕開け (26)
2.3 産業革命期におけるボイラの高圧化と周辺技術 (29)
2.4 ボイラ破裂と社会の対応 (34)
2.5 我が国における社会の成立とボイラ検査制度の確立 (39)
2.6 戦後火力発電の展開と火力ボイラのトラブル (40)
2.7 技術発展の課題 (45)
2.8 技術者の社会的責任 (47)

第3章

科学技術革新に対する社会からの受容に必要な工学の役割 (50)

3.1 放射線被害に対する安全と安心，ProbabilityとPossibilityについて
～リスク・コミュニケーションの課題 (50)
3.2 「トランスサイエンス領域の問題」に対する社会的意志決定について (52)
3.3 エネルギー政策－国民の合意形成のためのひとつの試み－ (53)
3.4 科学者・技術者からの発信 (55)
3.5 科学者・技術者が持つべき素養－リスク・コミュニケーション能力の涵養－(56)
3.6 学会からの発信－ユニークボイス－(57)

第 4 章 社会が“社会技術”を受容するために市民が持つべき素養
～エンジニアリング・リベラルアーツ教育のすすめ～ (60)
4.1 日本の社会と市民が直面する課題 (60)
4.2 日本の教育の問題状況と改善課題 (61)
4.3 新しいリベラルアーツ教育の必要性とその方策の提言 (61)
4.3.1 基本的な前提 (62)
4.3.2 21 世紀の科学技術リベラルアーツと工学リベラルアーツ教育のすすめ (63)
4.3.3 新リベラルアーツ教育の基本理念 (63)
4.3.4 各教育段階における科学技術リベルアーツと工学リベラルアーツ教育のすすめ(64)
4.4 むすび (66)

第5章

学会および大学・研究独法等の教育・研究組織の社会的役割 (67)

5.1 課題認識 (67)
5.2 工学研究・教育における「技術の社会技術化科学」の重要性の認識と実践 (68)
5.3 科学技術コミュニティが社会に向けて発信の形成について (70)
5.4 巨大複雑化する社会的課題解決に向けた人材育成の強化に向けて (71)
5.5 むすび (73)

第6章

むすび (75)
9

第1章

技術が社会に受容されるための条件

1.1 リスクとリスク・コミュニケーション
1.1.1 安全対策とリスク・アセスメント
(1) 安全対策とリスク・アセスメント
近年，機械設備の安全性を確保するためにリスク評価（リスク・アセスメント）の重要
性が説かれている．労働災害の防止を目的とする労働安全衛生法（安衛法）は，機械器具
の製造者や事業者にリスク評価を促している．例えば，安衛法3条2項は，機械器具の設計
製造者に対して労働災害の発生防止についての努力義務を課しているし，同法28条の2は，
事業者に対して，設備や作業行動等に起因する危険性を調査し，その結果に基づいて危険
防止を行う努力義務を課している．さらに，同法20条は，事業者に対して機械等による危
険を防止するために必要な措置をとることを義務付け，この義務の違反に対して刑罰（6ヶ
月以下の懲役又は50万円以下の罰金）を科すことを定めている．
これらの義務を有効に履行させるために，厚生労働大臣は，安衛法 28 条 1 項に基づいて
技術上の指針を公表することになっている．そして，機械器具の安全性については，「機
械の包括的安全基準に関する指針」（厚生労働省労働基準局長通達）が公表されている．
この指針は，安衛法に基づくものではあるが，一般的に機械の安全性に関しての考え方を
整理して述べている．この指針によれば，機械の安全は 3 つのステップによって検討すべ
きことになる．
・本質的安全設計方策
・安全防護等
・残存リスクに関する情報提供
これらの 3 つのステップの意味するところは，第 1 に，設計そのものによって安全を確
保することが優先され，第 2 に，安全装置等の防護措置を備えることがこれに次ぎ，第 3
に，それでも残ったリスクについては，リスクにさらされるおそれのあるものに対して情
報提供を行ってリスク回避を可能にすることが必要であるということである．シュレッダ
ーの設計を例にとってこれを説明すると，挿入口の形状，寸法を指の入らないようなもの
にすることが本質的設計方策であり，指が挿入口に入った場合に自動停止するセンサーを
備えることが安全防護であり，最後に，「指を引き込まれるおそれがありますのでご注意
ください」と注意書きを付すことが情報提供に当たる．
安衛法は労働災害を防止するという見地から，主として事業者の義務を規定したもので
あるが，上述した指針の説く 3 つのステップはすべての技術の安全性を評価する際にも役
立つものである．そこで，3 つのステップが「安全」とどう関わっているのかを明らかにし
ておく必要がある．
(2) 安全の定義
安全とは何か，とあらためて問われると，一般の人は回答に窮するだろう．しかし，国
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際的に受け入れられた「安全」の定義が存在する．国際的には，「安全」は「受け入れ不
可能なリスクがないこと」と定義されている．(1)したがって，「安全」を理解するには「リ
スク」を理解しなければならない．
「リスク」（risk）は日本語にしにくいと言われている．ある英英辞典によると，“risk”
は“the possibility of harm or loss”と定義されている．これを直訳すると，「危害又は損失の可
能性」ということになる．
もっとも，最近は「リスクは損害発生の確率と損害の大きさの積である」というリスク
の定義が一般的になり，発生確率と損害の甚大さによってリスクを評価することが広く知
られてきた．労働災害の防止を目的として安衛法に基づく評価を行うような場合には，こ
の定義は十分な指針を与えてくれる．多くの場合，事故の起きる確率と事故が起きた場合
に想定される損害のそれぞれを４段階程度に区分することが行われており，損害について
は，労災保険の身体障害等級によって評価することが一般的に行われている．
しかし，原子力発電所や遺伝子組み替え作物の安全性を評価するには，発生確率も損害
の甚大さも説得力のあるシナリオに従って評価する必要がある．そのためのシナリオ作り
に前述した「指針」は役立つのである．
(3) 残存リスクの特定
前述したシュレッダーの設計を例にとって考えてみよう．まず，本質的安全方策を行う
ためには，想定される使用者の集団における平均的な指の太さやその標準偏差などを調べ
ることが必要である．次に，その結果を用いて実際に現れ得る指の太さの下限を定めるこ
とになる．計算上はどんなに指の細い人の出現確率もゼロにはならないが，実質的にゼロ
と見なせるような小さな出現確率に対応する指の太さを下限とすることになる．
シュレッダーの設計であれば，これで本質的安全方策がとられたと評価出来るであろう．
そして，仮に，異常に指の細い人がシュレッダーの挿入口に指を引き込まれてけがをした
とすると，シュレッダーの設計者は「そんなに指の細い人がいることは『想定外』でした．」
と弁解するに違いない．しかし，このような結果が受け入れられないのであれば，安全防
護の手段を講じなければならない．指の引き込まれを感知してシュレッダーを停止する安
全装置が必要になる．さらに，安全装置が故障する可能性も考える必要がある．そうする
と，いわゆる“fail safe”の仕組みが必要になる．すなわち，安全装置が故障しているとシュ
レッダーのスイッチが入らないようにする必要がある．
ここまでやれば，このシュレッダーは絶対に安全である，と言えるだろうか．必ずしも
そうではないことをパロマ湯沸かし器事件は教えてくれている．この事件では，着火不良
というクレームに対応するためにサービスマンが安全装置の端子を短絡して無効化してし
まったために，換気ファンが回っていないのに湯沸かし器が着火して一酸化炭素中毒によ
る多数の死亡者を出してしまったのである．
さて，ここで，あらためて「安全」の定義を思い起こしてみよう．それは，「受け入れ
不可能なリスクがないこと」であった．したがって，上述のシュレッダーが「安全」であ
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ると言えるとすれば，安全装置を無効化してまでも挿入口に指を入れるような使用者が指
を怪我してもやむを得ないという価値判断が許される場合である．ここで，使用者が安全
装置を無効化して指を挿入口に入れて怪我をするという事態の発生可能性が「残存リスク」
である．このリスクが受け入れ可能であれば，シュレッダーは安全であると言えるのであ
る．
以上に述べたところから明らかなとおり，逆説的に聞こえるかもしれないが，「安全」
を宣言するには，リスクの存在を特定しなければならないのである．換言すれば，最悪の
事態に至るシナリオを知らない限り，「安全」とは言えないのである．
1.1.2 安全・安心とリスク・コミュニケーション
(1) リスク認知
近年，安全と安心は何が違うのかという疑問が技術者の間で関心を集めているように思
われる．また，安全は英語になるが，安心は英語にならないと言う者もいる．
前述のとおり，「安全」については国際的に認められている定義が存在する．これに対
して「安心」の方は個人の内心の状態に関わるように思われる．しかし，両者が無関係で
あるということもないだろう．そこで，「安心」とは，「安全」という結論を納得して受
け入れる心理状態であると考えてみる．そう考えると，「安心」の定義は「安全」の定義
をそのまま流用して，損害発生の確率と損害の大きさを個人の主観的な認識で置き換える
ことによって行えるのではないかという仮説に到達することができる．すなわち，ある技
術がある程度客観的な根拠に基づくリスク評価によってリスクが許容され，「安全」と言
える場合であっても，個人の主観的なリスク評価によれば大きなリスクがあると感じられ
る場合には「安心」とは評価されないことになる．
人々がリスクを主観的にとらえることはリスク認知と呼ばれ，近年，これを社会心理学
的にとらえる研究が進んでいる．その結果，個人のリスク認知に影響を与える諸要因が明
らかになってきている．例えば，低頻度の事柄を過大視し，高頻度の事柄は過小視すると
言われている．また，自ら制御することのできない事柄や，自らが理解できない事柄は過
大視するとも言われている．(2)
例えば，運転停止中の原子力発電所を再稼働することに対する市民の賛成を得るには，
平均的な市民のリスク認知において，受け入れ不可能なリスクがないと認められなければ
ならない．専門家によるリスク評価が科学的には正しいものであっても，市民の感覚にお
いてリスクが受け入れ不可能であると感じられれば，市民は原子力発電所の再稼働を支持
しないだろう．したがって，原子力発電所の再稼働が安全であるという結論を出すには安
全の定義に従って損害発生の確率と損害の大きさを定量的に評価することで足りるが，そ
の結論が市民に安心感を与えるためには，市民のリスク認知を理解し，その理解に沿うよ
うな形でリスクを提示することが必要となる．
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(2) リスク・コミュニケーション
ある技術が「安全」であるのみならず，「安心」であるとして社会に受け入れられるた
めには，市民が「安心」に結びつくようなリスク認知をすることが必要である．そして，
市民に安心感を与えるためにはリスク・コミュニケーションが必要である．リスク・コミ
ュニケーションは「個人・集団・機関の間における情報や意見のやりとりの相互作用的過
程であって，リスクの性質についての多様なメッセージと，その他の（厳密に言えばリス
クについてとは限らない）リスク・メッセージやリスク・マネジメントのための法律や制
度に対する，関心・意見・反応を表すメッセージとを含む」と定義されている．(3)この定義
に見られるように，リスク・コミュニケーションは専門家から市民への一方向的なリスク
の提示ではなく，市民のリスク認知を専門家が理解する過程も含んでいる．
すでに述べたとおり，個人のリスク認知には，低頻度の事柄や自ら制御することのでき
ない事柄，自らが理解できない事柄を過大視する傾向がある．その結果，専門家が安全で
あると考えていても，一般の市民は不安を感じることになる．
市民の不安に直面した際に技術者が陥りやすい誤りは，「安全」と「安心」は量的に違
うと考えることである．すなわち，安全率を大きくとることによって「安心」が与えられ
ると考えてしまうのである．しかし，単に安全率を大きくとっても，市民はそのことの意
味を正しく感じることはできないから，結局，「安心」は与えられないことになる．
市民がリスクを過大視している場合，頻度（確率）に対する過大評価と，結果（損害）
に対する過大評価のいずれか又は双方が原因であるはずである．したがって，なぜ，その
ような過大評価が生じているのかを専門家の側が理解することが必要である．専門家の側
のリスク・アセスメントに対する市民の無理解を専門家が嘆いても事態は改善しない．リ
スク・コミュニケーションが双方的なものでなければならない理由はこのような観点から
も説明できる．
(3) マスメディアと政治
一般の市民は原子力発電所や遺伝子組み替え作物のリスクを評価するための情報を持っ
ていないことが普通である．したがって，個人はマスメディアを通じて得た情報に基づい
てリスクを認知することになる．
原子力発電所のような特定の技術が政治的な争点になっている場合には，政治も個人の
リスク認知に影響する．政府の要人や政治家の発言がマスメディアによって市民に伝えら
れ，個人は政府に対する支持不支持の立場によってその発言に異なる影響を受ける．後述
するとおり，東日本大震災後の著名な政治家の発言が市民のリスク認知に大きな影響を与
えたことは明らかである．
このような場合，専門家から市民に向けたリスク・コミュニケーションは困難になる．
中立の立場から技術的，客観的なリスク評価を発言しても，特定の政治的立場からの発言
であるとレッテル貼りにあってしまい，メッセージが市民に伝わらないように感じられる．
しかし，本当に伝わっていないのだろうか．レッテル貼りをしているのもマスメディア
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であって，市民がレッテル貼りどおりに受け止めているとは限らないのではないか．2012
年末に行われた衆議院議員選挙の結果をどのように解釈するかはそれぞれの政治的な立場
で異なるだろうが，マスメディアや一部の政治家によって演出された反原発，脱原発の世
論と選挙の結果は必ずしも一致していなかった．
あきらめてしまえばメッセージは伝わらないが，メッセージを発信し続ければ，ツイッ
ターなどで話題になり，マスメディアに取り上げられることもある．したがって，確率と
結果をどのように考えたかという前提も含めて，リスク評価に至る論理を丁寧に説明する
ほかはないだろう．マスメディアや政治はすぐには変わらないかもしれないが，根気よく
情報を発信し続ける以外に解決策は見当たらない．
1.2 原子力発電所に関わるリスク・コミュニケーション
1.2.1 福島第一原子力発電所事故が明らかにしたこと
福島第一原子力発電所の事故は，衝撃的な水素爆発の映像と，放射能汚染の将来にわた
る影響の不可知性とが相俟って，個人の原子力発電に対するリスク認知を事故以前よりも
高めている．そのことが反原発，脱原発の方向に世論を誘導したことは疑いない．
また，事故の直後，東京電力は「事故の原因は想定外の津波だ」という趣旨の発言を行
った．また，原子力事業者の無過失損害賠償責任を規定した原子力損害賠償法の第3条1項
が「その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるときは，
この限りではない．」と規定して原子力事業者の責任を免除していることが今回の事故に
あてはまるかが議論された．
こうした発言や議論の結果，巨大な地震や津波に対しては原子力発電所の安全は確保で
きない，原子力発電所は本質的に危険なものであるという印象をほとんどすべての市民が
持つ結果となった．しかし，事故から2年近くになる2013年2月の時点で入手可能な情報に
よれば，責任の所在が保安院にあるのか，東京電力にあるのかはともかく，後述するとお
り，事故の主因が油断と慢心による準備不足にあったと考えられる．もっとも，事故直後
はもちろん，現在でも，この点を端的に言いきっている論評は少ない．したがって，原子
力発電所がどういう意味で危険なのかということを平均的な市民が理解することは困難で
ある．
結局，原子力発電所については，ほとんどリスク・コミュニケーションと呼ぶべきもの
がないままに，賛成派と反対派の不毛な対立の中で事故が起きた．事故が起きた事実によ
って，現在は反対派が賛成派を圧倒している．また，原発をめぐる議論は，一方で，安全
か，危険か，という対立であり，他方で，必要か，不要かという対立である．そして，議
論が危険＝不要，安全＝必要という２極に分解した結果，危険ではあっても必要であると
いう見地からリスク・コミュニケーションを重要視する立場をとる者は少ない．結局，現
在に至っても，原子力発電所に関するリスク・コミュニケーションは不十分であり，その
意味では，「福島以前」と何ら変わるところがない．
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1.2.2 「福島以降」のリスク・コミュニケーション
(1)

SPEEDIデータの非公開

福島第一原子力発電所の事故では，SPEEDIによって放射性物質の拡散予測がなされてい
たにもかかわらず，政府がそのデータを迅速に公表しなかった．その理由は，「すべて公
表すると国民がパニックになることを懸念した」というものであった．データの信頼性が
確認できなかったことから，データだけを公表しても，結論として，避難が必要なのか，
不要なのかを問われても答えがなかったということなのかもしれない．こういう場合に，
データの根拠，信頼性に関するコメントを付けた上で公表して，その解釈，判断を受け手
に委ねるという方法も可能である．成熟した市民に対してはそういう方法が妥当であろう．
しかし，わが国の国民性は，「お上」の指示を待って従うというものである．したがっ
て，データを公表して，判断は国民次第と言ったとすれば，別の意味で批判の対象となっ
た可能性もある．その意味では，政府は国民のレベルを理解していたとも言える．同時期
に外国では拡散予測がさかんに公表されていたことと比較して，政府の対応を批判する論
調も多いが，当事国の政府としては，対応が困難であったのかもしれない．
(2) 低線量放射線によるリスク
事故後のリスク・コミュニケーションとして重要だと思われたのは，放射能汚染の程度
に関する情報の開示である．土壌などの環境と，野菜，牛乳などの食物の汚染が問題とな
ったが，どういう前提で，どういうリスクを評価したのかがあいまいなままに数値のみが
一人歩きしていった．
放射線被曝の身体に対する影響については，発ガン性などについて統計的に有意の差が
出る被曝線量と，それ以下ではあるが，安全サイドの仮説として採用された LNT モデルと
の組合せで評価することが広く受け入れられている．LNT とは，「直線しきい値なし」の
略であり，どんなに被曝線量が少なくても，線量に比例した影響があるというモデルであ
る．このモデルによれば，ラドン温泉に行くことはリスクを高める行為であると解釈され
ることになる．
一般の市民がラドン温泉に行くことを危険だと感じることは考えられない．しかし，LNT
モデルでは，低線量放射線も危険であるということを前提としている．したがって，ラド
ン温泉に行くことは勧められない行為である．要するに，前提として，これ以下ならば安
全であるという基準がないことがLNTモデルの特徴なのである．
現在，行政側は，許容線量を決めて住民を避難させている．しかし，LNTモデルによれば，
許容線量は安全を意味せず，その線量を浴びることによる便益とリスクとを比較して選ば
れているにすぎない．そのことが十分に理解されていないために，リスク・コミュニケー
ションの観点からは住民の不安をあおる結果になっている可能性もある．政府が住民の帰
宅願望を過小評価すれば，許容線量は低く設定されることになる．わが国の基準が国際基
準よりも厳しいと報道されているが，わが国の方が安全意識が高いというわけではなく，
多少の放射線を浴びても帰宅したいという住民が得る利益を軽視しているだけかもしれな
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い．
行政が国民に対する保護義務を果たすことを否定するものではない．しかし，行政の行
うべきことは，正確な情報を提供して，避難を継続するか，帰宅するかについては住民の
自己決定権に委ねることではないだろうか．もちろん，放射能に汚染された土壌が拡散す
るなどの事態が生じるおそれがあれば，公共の福祉の見地から住民の移動を制限すること
は正当化できる．しかし，本人に生じるリスクであれば，本人の判断を尊重すべきであろ
う．
(3) リスクとベネフィット
また，避難することによって避けられるリスクと，避難することによって生ずるリスク
の比較も不十分であったと思われる．結果論かもしれないが，避難に伴うストレスや疲労
で亡くなられた方にとっては，放射線被曝による発ガン等のリスクが長期的に見ても低い
確率で生じるにすぎないのに対して，避難によるストレスや疲労はほぼ確実に生じるリス
クであったはずである．さまざま事情を総合して行政の決定が行われたことは疑いないと
しても，事後的にリスク評価を検証してその結果を公表することもリスク・コミュニケー
ションとして必要だと思われる．
放射能は分からないから怖いというのが，一般の市民の素朴な感情である．しかし，ラ
ドン温泉が危ないなどと思うことがないのも一般の市民である．また，健康診断等でＸ線
撮影やＣＴスキャンを行うことが危ないとも感じないだろう．現在の避難を継続するか否
かについては，LNTモデルではリスクがあるとされているこのような放射線被曝との対比を
示して住民の判断を尊重すべきだと思われるし，将来の事故に備えた避難基準を決める際
にも，避難そのものに伴うリスクと避難によって避けるべきリスクをきちんと提示すべき
であろう．
1.2.3 福島第一原子力発電所の事故はなぜ起きたのか
(1) 事故収束を不可能にした原因
未曾有の大津波によって福島第一原子力発電所の事故が起きたというのが，一般の市民
の認識であろう．しかし，この認識は問題の半分もとらえていない．
原子力発電所を危機に陥れる要因は，大津波や大地震には限られない．大津波や大地震
と同程度に低い確率で起き，原子力発電所を危機に陥れる可能性のあるイベントは数多く，
たとえば火山爆発，山火事，飛行機墜落，隕石落下，テロによる魚雷・ミサイル攻撃，戦
争による砲撃，記録的豪雨による土石流など，いくらでも考えられる．原子力発電所は，
こういう低い確率でおきるイベントも想定して，危機管理を行うことを必要としているの
である．
福島第一原子力発電所の事故については，政府，国会，民間のそれぞれの事故調査報告
書が公表されている．これらを参照すれば，細かい事実関係や，水素爆発や炉心損傷に至
る詳細なメカニズムはともかく，今後の事故防止に向けた教訓を得るために必要な範囲の
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情報は十分に得られる．反原発・脱原発の立場から，福島第一原子力発電所の事故の原因
も分からないうちに停止中の原発の運転再開は認められないという意見が表明されている
が，事故の原因はある意味で単純なことであり，決して不明ではない．
原子力発電所が全交流電源喪失という事態に至った場合，「全交流電源喪失」という言
葉自体が示唆しているとおり，直流電源が維持されていることが想定されている．直流電
源は，システムの制御系を維持するために必要である．福島第一原子力発電所において，
直流電源は制御信号，電磁弁，直流駆動モータなどに用いられていた．
当初の報道によって，地震によって外部電源が失われ，津波によって非常用ディーゼル
発電機が停止したことが事故の原因であるとの印象が与えられたが，致命的だったのは津
波という共通の要因で直流電源も失われたことであった．その結果，システムの監視が不
可能になり，手探りで事態の推移に対応することを余儀なくされたのみならず，炉心を冷
却するための冷却水の経路を確保するために必要な弁の開閉が不可能になってしまったの
である．
(2) 時間との戦い
原子炉が緊急停止した後，燃料中の核分裂物質の崩壊によって発熱が続くから，その熱
を除去しなければ炉心が高温になり，炉心溶融に至る．したがって，緊急停止後に継続的
に炉心を冷却して冷温停止に至らせることが必要である．この冷却は時間との戦いである．
福島第一原子力発電所の吉田所長は，津波が到来してから約１時間半後の 2012 年 3 月 11
日 17 時 12 分に消防車から炉心に注水することを指示している．時間的に間に合ったかど
うかについては微妙なタイミングであったが，その後の経緯から考えても，消防車からの
注水は最善の対応策であったと考えられ，この対応策が功を奏していれば，事故の拡大は
防止できた可能性がある．さらに，この決断が津波到来直後になされていれば，事故は簡
単に収束したと考えられる．吉田所長は，あの状況の中で何が必要かは分かっていたので
ある．
しかし，現実には，この対応策が実行される前に事態が進行してしまったのである．そ
の理由は，一言で言えば，「準備不足」に尽きる．緊急時の消防車のオペレータがいない，
建屋への送水口の位置を知っている職員がいないなど，人的な不備と，直流で作動する弁
を動かすための可搬式の蓄電池がないなどの物的な不備が存在した．時間との戦いの中で
乗用車からバッテリーを外したり，ホームセンターにバッテリーを買いに行ったりしてい
たのでは勝てるはずがない．
(3) 闇に葬られた B.5.b
このような「準備不足」はなぜ起きたのだろうか．この点に関して，「想定外」という
流行語が生まれたが，今回の事故は決して想定外ではなかった．このことを証明してくれ
るのが，アメリカで B.5.b と呼ばれているコードの存在である．
アメリカでは 9/11 事件の後，原子力発電所がテロの標的になった場合を想定して危機管
理策が策定された．それが B.5.b である．B.5.b は原子力発電所保有国に開示され，各国の
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対応が求められた．わが国にも開示されていたが，今回の事故後にアメリカから指摘を受
けるまで専門家もその存在を知らなかったと言われている．わが国では，2007 年に中越沖
地震による柏崎刈羽原子力発電所の事故を経験しているが，その際にも B.5.b が顧みられる
ことはなかった．
誰が B.5.b を闇に葬ったのだろうか．わが国の原子力関係者の中で，どういう範囲の者が
この存在を知っていて，無視することを決めたのだろうか．それは全くの謎である．
それが誰であれ，おそらく，その者の弁解は次のようなものであろう．日本にはテロは
ない，テロ対策をすれば，かえってテロの標的になる，だから，黙っている方が安全だと
判断した，結果論で非難するのは止めてくれ，というところだろう．しかし，中越沖地震
の後で原子力発電所の安全性が問われたときに B.5.b を地震対策に利用すること，
あるいは，
地震対策の名目でテロ対策をすることは可能であったと思われる．
(4) 分かりやすい説明の必要性
福島第一原子力発電所の事故の原因は，決して，一般市民の理解出来ないような複雑な
ことではないのである．専門家は，正確さを期するあまり，事故の原因をむずかしく考え
てしまうが，あえて単純化して，「バッテリーを買いにホームセンターに走っているうち
に時間との戦いに負けた」という程度のことであれば，一般市民にも理解できる．過度の
単純化であるとの批判もあるだろうが，分からないこと，複雑なことはリスク認知におい
て過大視されるから，専門家は，市民の感覚で分かるようにリスクの本質を説明する工夫
をする努力をしなければならないだろう．
1.2.4 クライシス・コミュニケーション
事件，事故，災害などに際して行われる広報活動をクライシス・コミュニケーションと
呼んでいる．不祥事から組織を守るためにも重要な活動であるとされている．
福島第一原子力発電所の事故の後，さまざまな主体が広報活動を行ったが，結果として，
原子力発電に対するリスク認知を高め，原子力発電に対する不信感を市民の間に植え付け
ることになった．したがって，原子力発電を守る立場からはクライシス・コミュニケーシ
ョンは失敗であり，反原発，脱原発の立場からはクライシス・コミュニケーションは成功
であった．
反原発，脱原発の立場からするクライシス・コミュニケーションとして最も効果的であ
ったのは，おそらく，菅直人元首相による浜岡原発の停止要請であろう．元首相の要請は
原子炉等規制法による根拠はなく，そのことは元首相自身が明言していた．しかし，中部
電力は首相の要請は命令に等しいとして要請を受け入れた．
中部電力は，自発的に1号機及び2号機を廃炉に向けた恒久停止とし，残る3号機～5号機
については耐震対策を強化していた．そのような努力に対する評価も何もなく，単に，30
年以内に震度6強以上の地震が起きる確率だけを根拠に日本で最も危険な原子力発電所で
あるかのような評価を受け，運転停止に追い込まれたたことについては，中部電力として
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も断腸の思いであったと思われる．その後も，中部電力は浜岡原発の安全性強化に積極的
に取り組んでおり，運転再開の日を待っている．
元首相が法律上の根拠のない「要請」に踏み切った理由は，東日本大震災の約2ヶ月前で
ある2011年1月1日を算定基準日とする地震確率にあった．主な原発所在地について，30年
以内に震度6強以上の地震が起きる確率として，次のような数値が示されていた．
東通

2.2％

女川

8.3％

福島第一

0.0％

福島第二

0.6％

東海第二

2.4％

浜岡

84.0％

元首相の言い分は，浜岡の地震確率が突出して高いということであった．しかし，これ
ほど非科学的な言い分はないだろう．第1に，浜岡では，東南海地震が発生することを織り
込んで対策がとられていたことが全く考慮されていない．第2に，地震確率がゼロであった
福島第一で事故が起きた一方で，浜岡に次いで地震確率の高かった女川では，東日本大震
災の本震によって事故が起きず，その後に襲った同程度の余震にも耐えている．こうした
事実を考えれば，真っ先に浜岡を止めるという理由は全くなかったということである．
このような非科学性にもかかわらず，あるいは，非科学性のゆえに，元首相の発したメ
ッセージは明快であった．大地震がくれば原発は危ないという単純なメッセージである．
東日本大震災の際に，原子力発電所が最も安全だと信じて避難した女川の人たち，これを
受け入れた発電所の人たちがいたことを元首相は知らなかったのか，知っていたのかは分
からない．しかし，元首相のメッセージを受け取った市民の大多数は女川の人たちのこと
は知らなかっただろう．その結果，元首相のメッセージが意図した効果を奏したことは，
その後の反原発，脱原発の盛り上がりからも明らかであろう．
今後，わが国の原子力発電がどうなるかは不透明であるが，原子力発電が社会で受け入
れられるためには，日頃からリスク・コミュニケーションを心がけるとともに，災害時な
どにおけるクライシス・コミュニケーションの重要性も理解する必要があるだろう．
1.3 設計基準と「想定外」
1.3.1 設計基準
原子力発電所に限らず，新幹線，航空機などを設計するにあたっては，一定の設計条件
を決めて，その条件の下でシステムが正常に作動するように設計するはずである．この場
合の一定の設計条件を「設計基準」（Design Basis）と呼ぶ．
福島第一原子力発電所の事故の直後に東京電力が津波は「想定外」であったと述べたこ
とから「想定外」が一種の流行語になったが，「想定外」という表現は適切ではなく，正
しくは，
「設計基準外」と言うべきである．英語で表現すると“Beyond Design Basis”である．
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福島第一原子力発電所の事故の原因として，設計基準として採用された津波の高さが足
りなかったということが挙げられる．各原子力発電所で進められている現在の対策はこの
点を重視して，より高い津波，より強い地震に耐えることを目標にしているように思われ
る．
このこと自体は悪いことではないが，事故によって問われているのは，むしろ，設計基
準外の事態に対応できる技術を確立しておくことである．設計基準を厳しくして対応する
ということでは，旧来の考え方と変わることはなく，リスク低減効果は限られている．
1.3.2 巨大システムの安全対策
巨大システムを危機に陥れる可能性のあるものは，大地震や大津波に限られるものでは
なく，たとえば火山爆発，山火事，飛行機墜落，隕石落下，テロによる魚雷・ミサイル攻
撃，戦争による砲撃，記録的豪雨による土石流など，いくらでも考えられる．これらが起
きる確率は低くても，その確率を「想定」しないことは許されない．
設計基準として地震加速度や津波の高さの予測値を正しく選択することはもとより必要
であるが，予測値である以上，外れることがあり得る．原子力発電所と津波の関係で言え
ば，防潮堤のみで津波対策とするならば，設計基準としての津波の高さを20メートルと決
めた途端に，21メートルの津波が来たらどうするのかという議論が始まってしまう．20メ
ートルの津波がくる確率が存在する以上，21メートルの津波が絶対にこないと言いきるこ
とはできないはずである．
だからと言って，21メートルを設計基準にすれば，22メートルは，23メートルはと際限
なく議論は続くことになる．したがって，重要なことは，21メートルの津波がきた場合に
何が起きるのかを明らかにして，その確率と起きる事態の重大性によって評価されるリス
クが受け入れ可能であることを明らかにすることなのである．
安衛法に基づく「機械の包括的安全基準に関する指針」（厚生労働省労働基準局長通達）
が機械の安全を，本質的安全設計方策，安全防護等，残存リスクに関する情報提供の 3 つ
のステップによって検討することを述べていることは前述したが，この考え方は，巨大シ
ステムのリスク・アセスメントにも応用できる．第 1 に，巨大システムが地震等によって
危機に陥った場合に，労働者，システム利用者，周辺住民，環境などがどのような損害を
受けるかを評価して，危機に陥る確率とその損害の大きさによってリスクを評価すること
が必要である．第 2 に，そのリスクが許容できないのであれば，損害を防止又は軽減する
ための措置が必要となる．さらに，損害防止・軽減措置が機能しない確率を考慮して，損
害防止・軽減措置のバックアップ措置が必要となる場合もある．このような対策を繰り返
すことにより，最後に，残存リスクが受け入れ可能なレベルになるはずである．
以上のように考えるならば，危機管理は巨大システムの安全対策そのものと言ってもよ
い．巨大システムの安全性を設計基準の選択のみによって確保しようとすると，際限なく
設計基準を厳しくしなければならない．しかし，防潮堤を津波が越えても，原子力発電所
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で働く労働者，周辺住民及び環境に対して受け入れがたい損害が発生しないように危機管
理が出来るならば，原子力発電所は「安全」と評価できるのである．
リスク評価において，「想定外」はあり得ない．安全とは「受け入れ不可能なリスクが
ないこと」なのであるから，あるシステムが安全であるという結論を出すには，リスクを
想定した上で，そのリスクを受け入れ可能と判断しなければならない．
1.4 日本の安全文化
1.4.1 海外専門家の批判
福島第一原子力発電所の事故を調査した政府の調査委員会（畑村洋太郎委員長）による
国際会議において，海外の専門家から日本の安全文化に対する批判が相次いだと報道され
た（2012年2月26日，日本経済新聞）．しかし，日本の技術者が安全に対して無頓着である
とか，安全を軽視しているということではないと思われる．
海外の専門家からの批判の中には，「事故はあり得ないと思うのではなく，あり得ると
考えて対策すべきだ」として，電力会社は規制で求められる水準以上の安全対策をとるべ
きだと指摘したものもある．確かに，わが国では，安全について自ら考えることが行われ
にくい面がある．しかし，これは電力会社に限ったことではないし，技術者に限ったこと
でもない．一般の市民が安全は「お上」から与えられるという感覚を持っているのである．
例えば，子供の予防接種の問題がある．かつて，予防接種は強制接種が多かった．国が
強制するのだから安全だろうということで親は接種は安全だと信じていた．したがって，
事故が起きれば，国や医師の責任だと大騒ぎになった．しかし，もともと，予防接種には
リスクがつきものだったのである．そこで，予防接種は任意接種に変わっていった．そう
すると，親は，接種しないことによって伝染病に罹患するリスクと，接種したことによっ
て副作用による障害が生ずるリスクを自ら判断しなければならなくなった．
予防接種に限らず，医療の世界ではインフォームド・コンセントということが言われる
ようになり，医師は治療法や薬の効用とリスクとを説明し，結論を患者に委ねることが行
われるようになった．しかし，わが国の市民は，自ら判断するということに慣れていない
ように思われる．
本章の前半において“risk”は日本語にしにくく，
「安心」は英語にしにくいことを述べた．
日本の安全文化の特質がこの２つの事実にひそんでいるようにも思える．わが国では，「お
上」の指示に従っていれば「安心」であり，自ら“risk”を評価する必要はないのである．
1.4.2 安全に対する信頼
Google の検索で「化学プラント 事故 死亡」と検索語を入力すると多数の事故の記事
が見つかる．また，2012 年 12 月には，中央高速道の笹子トンネルで天井が崩落して多数の
方が亡くなられた．私たちのまわりにはこのような危険が存在する．
他方で，私たちは化学プラントで作られる農薬やプラスチックの恩恵をこうむっている
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し，高速道路を利用して移動することもある．事故が起きても，化学プラントを全廃すべ
きであるとか，高速道路からトンネルをなくすべきであるというような意見は出てこない．
新聞等でさまざまな事故の報道がなされるが，個別の事故の原因は手抜き工事であった
り，材料の不良であったりする．安全手順を無視した作業が事故の原因になることもある．
そういう意味では，安全文化が低いとも言えるのである．
しかし，わが国では，関係者が「お上」の決めた規則を守っていれば安全なはずである
という確信があるためか，事故が起きた場合に，手抜き工事や安全手順を無視した作業を
した者に対する非難はあっても，技術そのものに対する不安は生じない．事故は，潜在的
なリスクが顕在化したと解釈されるのではなく，「不心得者」という特殊な原因で発生す
ると理解されるのである．その結果，不心得者をさがして処罰することが必要になり，事
故が起きると，誰かが業務上過失致死で処罰されることが一般市民やマスコミの関心の対
象となるのである．
1.4.3 受け入れ可能なリスク
(1) 安全とゼロ・リスク
安全とは，受け入れ不可能なリスクのないことである．したがって，リスクには受け入
れ可能なリスクもあるということになる．安全とゼロ・リスクとは異なる．そもそも，ゼ
ロ・リスクということはあり得ないのである．このことを一般市民にどのように理解して
もらえるかがこれからの技術者の課題となるだろう．
アメリカの裁判例では，安全とはゼロ・リスクではないと裁判所が明確に述べている例
がある．本章を結ぶ前に，この裁判例を紹介しておこう．
事件は，原子力発電所の Backfit の運用基準として NRC の作成した規則が原子力エネル
ギ法(42USC)（以下「法」と略称）に違反するとして科学者団体が規則の取消を求めてワシ
ントン DC 巡回区控訴裁判所に訴え出たものである．争点は，NRC が規則を制定するにあ
たって Backfit に要する費用を考慮することが許されるかという点にあった．科学者団体は
費用を考慮することは許されないと主張し，NRC は許されると主張した．
裁判所は，結論として，NRC が費用を考慮することが許される場合と，許されない場合
のあることを指摘して，NRC の規則がこの点についての考慮を欠いているとして規則を
NRC に差し戻した．その理由として，裁判所は概ね次のようなことを述べている．
法 182 条は，NRC の任務として，「公衆の健康と安全に適切な保護」を与えることを規
定している．同時に，法 161 条は，NRC に「健康を保護し，生命又は財産に対する危険を
最小化するために」諸規則を作成する権限を付与している．ここで，「適切な保護」とい
うのは，「不相当なリスクの不存在」を意味するが，その保護のレベルは“ゼロ・リスク”
のレベルである必要はないし，ほぼ確実に，そうなることはない．(The level of adequate
protection need not, and almost certainly will not, be the level of "zero risk.")
裁判所は，法 182 条により，「適切な保護のレベル」は経済的要因を考慮することなく
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決定すべきであるとして，「特定の原子力発電施設がその必要性の故により安全だとされ
たり，同様の論理により，なくても間に合うからという理由で健康及び安全を脅かすとさ
れたりすることはない．」("a specific nuclear power facility is no safer because it is needed and, by
the same token, is no more endangering to health and safety because it is dispensable.")と述べた．
その一方で，法 161 条は「適切な保護のレベル」を超えてさらに安全を追及する場合の規
定であり，この場合には，経済性を考慮することが許されるとした．
(2) 日本の安全文化の変革は可能か
原子力発電所に限らず，「安全」を議論する場合には，受け入れ不可能なリスクと，受
け入れ可能ではあるが，小さくする方が望ましいリスクとを区別することが必要だろう．
これは，低線量放射線のリスクにも通じる考え方である．ALARP（As Low As Reasonably
Practicable）の原則は，受け入れ可能ではあるが，小さくする方が望ましいリスクに関わる
ものである．しかし，政府の規制値もこの原則に従って決められているはずだが，そのこ
とが十分に説明されていない．その結果，市民はリスクを過大視しがちである．これは，
「お上」の決めたことは安全であるという日本の安全文化の裏返しでもある．規制値を上
回っているものはすべて危険だと理解されるのである．
きびしい規制をする政府はよい政府であるというわけではない．仮に，政府が「ラドン
温泉禁止法」を提案したら支持されるであろうか．おそらく，支持されることはないだろ
う．しかし，私たちは，いろいろな場面で政府に「ラドン温泉禁止法」に等しいような施
策を求めてはいないだろうか．「○○大臣，ラドン温泉業界から政治献金，政治資金規制法
違反の疑い」というようなニュースを流しておけば，「ラドン温泉禁止法」も成立してし
まうかもしれない．日本の安全文化には，そうした危うさがある．
日本の安全文化を変えるには，政府の役割に対する国民の期待のあり方から変えていか
なければならないだろう．
（近藤惠嗣）
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(3) 中谷内一也，参考文献(2)，p.201．
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第2章

技術と工学の進展から学ぶ安全性確保のための社会システムの形成

2.1 はじめに
わが国における原子力開発は 1955 年の原子力基本法，原子力委員会設置法，総理府設置
法の一部改正の所謂原子力三法の制定，原子力に関する研究開発拠点としての日本原子力
研究所の発足から始まった．米国においては 1957 年に Shippingport に商業用加圧水型原子
炉（PWR）が，そして 1960 年には商業用沸騰水型原子炉（BWR）が Dresden に建設された．
わが国では英国から導入した改良型ガス冷却炉である東海 1 号が 1966 年に運転開始（運開）
し，そののちの我が国の中心となる軽水炉としては 1970 年運開の敦賀 1 号（BWR）と美浜
1 号（PWR），1971 年運開の福島第一原子力発電所の 1 号機が米国から導入された．
それ以降，我が国では安定電源として原子力発電所（原発）が次々に建設され，現在ま
で約 40 年が経過し，東日本大震災前の段階で原発は 54 基に達していた．我が国における
原発設置の傾向は全世界的にみて特に特異というものではなかった．その歴史を図 1 に示
す．図中の各点は原発の研究開発段階から現在までに設置された原発（ただし白抜きの記
号はすでに廃棄されたもの）を表している．◎は日本における設置原発の累積総基数を表
し，PWR と BWR の割合はほぼ 2：3 となっている．

図 1 世界と日本における原発設置状況（WNA データベースによる 2010 年末での状況）
その結果，東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）以前の段階では国内の発電設備容量の
20%余りを原子力が占めるようになっていた．
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分にマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が勃発し，そ
れとともに発生した巨大津波によって，福島第一原子力発電所 1～3 号機では冷却機能喪失
から炉心溶融にまで発展し，また 4 号機では使用済み燃料プールの冷却機能が失われる重
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大事故が発生した．福島第一原子力発電所の炉心溶融に伴い，チェルノブイリ原発事故に
次ぐ大量の放射性物質が環境に放出され，未だに多数の住民が避難を余儀なくされて，苦
しい日常生活を余儀なくされている．
一方，太平洋側海岸付近に立地していた火力発電所も軽重の差はあるものの，ほとんど
が被災し，発電機能を喪失した．東京電力管内では電力不足から計画停電まで行わざるを
得ない状況に立ち至ったが，現状では老朽火力や仮設ガスタービン，ディーゼルエンジン，
ガスエンジンなど多数の発電システムを臨時に運転することによって所要電力をかろうじ
てまかなう状況にある．また夏季の電力不足に対応するために運転が再開された関西電力
大飯原発 3，4 号機を除き，全原発が停止状態にあり，東京電力のみならず沖縄電力を除く
全電力会社において，これまで原発が担っていた電力を老朽も含めた火力が担う事態にな
り，そのため年間 3 兆円を超える海外からの燃料購入費の増加をもたらしている．発電に
おける化石燃料依存度の上昇は，今後の日本の燃料確保や価格交渉，ひいてはエネルギー
の安全保障面において，大きな経済的，国策的問題を生じている．
エネルギー資源，
金属資源などに乏しいわが国は図 2 に示すように様々な分野で高性能，
高品質の商品を製造することによって維持されている．中でも自動車や粗鋼，電子機器な
どは，世界的なシェアは 15～40%に分布するとはいえ，市場規模，我が国の売上高ともに
大きい．電力不足は当然ながらこれら分野の生産を直撃し，安定電力を求めて，工場の海
外移転促進，結果的に雇用の減少など様々な問題を引き起こしかねない．

図 2 世界市場規模とわが国の国際競争力（○の大きさはわが国の売上高に対応）
今，日本は，このたびの福島第一原子力発電所の重大事故に学び，国民と社会から受容
される高信頼性の原子力システムを構築できるか，あるいは原子力利用を放棄して輸入に
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依存する化石燃料及び再生可能ネルギーの最大利用で生きていくかの選択を迫られている．
この国の社会経済と安全保障に係る重大局面において，我々，工学と技術を基盤として社
会に貢献する使命を持つ研究者，技術者及び経営者は，技術と社会のあり方，エネルギー
問題の重大性などを，社会と市民に対して明確に説明する責務がある．エネルギー技術を
中心的に担っている機械工学者と技術者にとっては特に重要な責務でもあると言えよう．
そのような立場から，そもそも動力技術がどのような歴史的経過をたどって発展してきた
か，そのなかで原子力はどのような位置づけであるのかについて，多少なりとも振り返っ
ておくことは重要であると考える．
本章ではまず動力技術開発の歴史を俯瞰し，そこから技術者・技術者集団としての社会
的責任を浮彫にしたい．
2.2 蒸気動力時代の幕開け
我々が自然の中から動力を取り出す手段として，人類がもっとも最初に用いたのは，人
力で，ついで家畜を用いたいわゆる畜力が賞用されるようになった．さらに大きな動力源
に対する要望と夜昼なしに運転可能なものとして風車，水車が出現した．通常の単機容量
としてはせいぜい 8kW 程度であったが，なかには 75kW 余りの巨大な水車（マルリ・ラ・
マシーヌ 1682 年建造）のものまであったという．
一方で，調理用の鍋，釜や各種蒸留器のように水を加熱すると，加熱量に応じて発生蒸
気量が増加すること，またその蒸気によって鍋・釜の蓋が持ち上げられることは日常的に
経験していたとはいえ，火を用いて動力を取り出すことが可能になるにはそれ相応の社会
インフラが整わねばならなかった．蒸気エンジンの前駆的存在として Thomas Savery の火薬
機関や揚水用機関も考案されたが，商品としての蒸気機関としては図 3 に示す Thomas
Newcomen による機関が最初のものであろう．Newcomen に先立つ Denis Papin の考案した機
関はシリンダ内に水を入れ，外部から加熱・冷却するものであり，動力発生部と蒸気発生
器（ボイラ）が未分化であった． Newcomen は熱容量，したがって時定数が大きいボイラ
を動力発生部から分離し，常に十分な蒸気を供給できるようにした．また Newcomen は真
空を実現するための凝縮過程をシリンダ内に直接冷水を導入する方法をとったため，熱容
量の大きいシリンダ壁を通じての伝熱過程を迂回して，応答性が遅いという問題を解決し，
大気圧と真空の圧力差を利用した動力発生が可能になったのである．
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図 3 Newcomen 機関（1712 年，H.W.Dickinson, “A Short History of the Steam Engine”
Cambridge Uni.Press,1938 による）
この当時のボイラの原型はウイスキーやブランデーの蒸留器であり，しかも当時の工作
技術のレベルでは，ボイラやシリンダの製作は銅板や真ちゅう板をはんだ接合やろう付け
で接合したものであり，蒸気温度・圧力にはおのずと限界があった．この Newcomen 機関
も，数十年後に続く James Watt の機関もともに大気圧近傍で運転され，大気圧機関と呼ば
れている．これら大気圧機関は熱を加えて発生した蒸気の圧力を利用するというより，真
空を作り出すために用いられ，その意味では蒸気の間接的な利用であった．発生した蒸気
の圧力を直接動力発生に用いるようになったのは，Watt による特許の満了後，つまりは 1800
年に入ってからである．
Newcomen に続く Watt 機関は図 4 に示すように Newcomen 機関の欠点であるシリンダ内
の凝縮過程を外部においた復水器に置き換え，せいぜい 0.5%程度であった熱効率を飛躍的
に増大させるとともに，高圧機関への道を開いたともいえる．さらには Watt 機関では遊星
歯車機構（クランクは特許に抵触して使えなかった）によって回転運動を実現，さらに調
速器による蒸気流量調節を用いた回転数制御まで導入し，現在の動力プラントにつながる
基本的なコンセプトが用意されたことになる．
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図 4 Watt 機関（H.W.Dickinson “A Short History of the Steam Engine”, Cambridge
Uni.Press,1938 による．蒸気機関の熱効率は 1700 年代中盤で 1.4%, 後半で 4.5%, 1800 年代
初頭で 7.5%，中盤で 17%，後半から 1900 年代初頭で 23%程度であった．図は 1781 年こ
ろのもの）．
このように 1700 年代を通じて蒸気動力が市場に出現したが，1760～1840 年にかけての英
国における産業革命の原動力になったかといえば，むしろ否と言わざるを得ない．つまり
産業革命は農業革命から端を発し，綿工業の飛躍的進展で花開いたが，動力需要端におい
て当初は単機容量と信頼性の面で水車動力に負け，水車動力に蒸気動力がおおよそ追いつ
いた 1830 年ころ以降になってようやく動力機関の首位に着いたのである（図 5 参照）．

図 5 単機出力の変遷（C.Singer ほか,原著,技術の歴史 7,第 6 章,筑摩書房,1963 による）
図 6 に 1800 年までに製造された累積機関数と関連事象をしめす．確かに性能のいい Watt
機関が 1769 年以降，動力市場に出現したが，直ちに Newcomen 機関を，ましてや水車を駆
逐したわけではない．Newcomen 機関はその構造の簡単さ，積算製造台数の多さによる信頼
性のゆえに，1800 年ころまで依然として製造され続けたのである．
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つまりいくら高性能，高馬力といっても実績がなければなかなか市場では受け入れられ
ない．市場での実績がなければ販売台数も増加しないのである．特に基幹インフラになる
新技術について議論する場合，この実績の積み上げを無視してはならないのである．では
どうして受け入れられるようになるのかといえば，製造者のみならずユーザの協力の間で，
将来的に有望と判断されるならば，技術発展過程で顕在化する問題を一つ一つ解決してい
くしか方法がないのである．このことは技術の非常に重要な側面である．

図 6

蒸気機関製造台数の推移（L.T.C.Rolt & J.S.Allen “The Steam Engine of Thomas

Newcomen”,Landmark Pub.,1993 に基づいて作成）
2.3 産業革命期におけるボイラの高圧化と周辺技術
さて，1800 年に Watt の特許が満了し，図 7 に示すように高圧・大出力機関を目指してボ
イラ圧力が上昇し始めた．その代表的存在が Richard Trevithick である．Trevithick は当初，
錬鉄よりも鋳鉄の方が信頼性に富むとして鋳鉄ボイラを用いていたが，のちに錬鉄板のリ
ベット止めによる円筒型ボイラ，のちにコルニッシュボイラと呼ばれるもの，を製造した
（図 8 参照）．
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図 7 蒸気圧力の変遷（F.Münzinger, 1933; Dampfkrxf-Wasserrohorkessel und
Dampfkraftanlagen, Springer, 江草龍男, 貫流ボイラ，オーム社, 1962; M.D.Bernstein ほか,
Power Boiler,ASME,1998; K.Akagawa, Chapter4, Steam Power Engineering, Cambridge
Uni.Press,1999 のデータによる）

図 8 R. Trevithick の錬鉄板による高圧ボイラ（1812 年，H.W.Dickinson,“Richard
Trevithick”, Cambridge Uni.Press, 1934 による）
Trevithick の高圧機関は 1803 年に早くもボイラ破裂を経験した．基本的には運転員の操作
ミスであったらしいが，Trevithick は安全弁を 2 個，水銀蒸気圧計（水銀が吹き飛ぶ），水
位低状態で炉筒の過熱が生じた際に溶融する鉛の安全溶融栓を取り付けて対処した．
表 1 にボイラ形式の変遷と材料技術の変遷を示す．
Newcomen や同系列の John Smeaton, あ
るいは Watt のボイラではレンガ積みの燃焼室にボイラ本体を乗せた形式となっていたが，
ボイラでの収熱量を増大し，レンガ積みの作業を軽減するために，先の Trevithick による燃
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焼室を胴内に収納したコルニッシュボイラ，そして燃焼室を 2 つ持つ William Fairbairn によ
るランカシャボイラが相次いで実用化され，市場に投入されていった．ボイラ鋼材として
は錬鉄，鋳鋼，1800 年代半ばにはベッセマー鋼が利用できるようなり，リベット継手の改
良もあって，製造技術的には進展があった．しかし接合技術の稚拙さ，工作方法の問題，
水処理などの原因によりボイラ破裂が連続することになる．つまりボイラの高性能化には
材料技術，加工技術の進展が不可欠であるが，これら技術が同時並行的に進展するのでは
なく，社会の状況，他分野での技術・産業の進展状況とも密接に関係しながら，高性能，
大出力ボイラに対する社会の需要に後押しされる形でひとつ一つ進展したと言える．この
ような状況は環境問題の深刻化を受けて排ガス対策技術が進展することと同様といえばわ
かりやすいだろうか．個別技術の進展はそれだけで閉じるものではなく，大きな技術展開
の一側面にすぎないのである．
表 1 ボイラと材料技術の変遷（小林学，科学史研究 41-221 pp.14-25，中西重康の資料（日
本機械学会関西支部,2010 による）
年代

1705～1712

ボイラ
材料
機関

銅
Savery機関

ボイラ
球形ボイラ
形式

1712～1775
1775～1802
錬鉄（当初は
木炭精錬，後に
パドル鉄）
Newcomen機関
樽型ボイラ

A. Darby I, Coalbrookdaleにおい
てコークス製鉄(1709年)
製鉄技術
1760年 Carron Ironworksでコー
クス溶鉱炉稼働

1802～1811
鋳鉄

1812～1850

1850～

錬鉄
（パドル鉄）

1855～
鋼

鋳鋼

ベッセマー鋼

高圧ボイラ

Watt機関

円筒型ボイラ（本格的な丸ボイラ）
1812～コルニッシュボイラ，
1844～ランカシャーボイラ

ワゴン
ボイラ

樽型ボイラから
円筒型ボイラへ

H. Cort：圧延
法（1783年）
パドル法
(1784年)

1806年 銑鉄の87％が炭田地
A. Krupp：鋳 H. Bessemer：転炉法に
帯で生産
鋼大量生産 よるベッセマー鋼
1830年代に始まる鉄道事業と共
（1850年）
（1855年）
に鉄鋼需要増大

次節ではボイラ破裂について述べるが，その前に産業革命期を通じてボイラそして蒸気
動力の進展の全体像の概略を示しておこう．

図 9 蒸気圧力と石炭消費量の推移（L.T.C.Rolt “Thomas Newcomen David & Charlis, 1963”
に基づいて作図，ただし基準が不明であるので単位系はオリジナルのままとした）
31

図 9 は蒸気圧力と石炭消費量の推移を示したものである．Newcomen 機関の出現以降，産
業革命期を通じて，特に Watt 機関の出現によって燃料消費量は 40%程度改善され，さらに
Trevithick のコルニッシュ機関，さらにはその後の高圧機関の出現・展開によって産業革命
後の 1880 年ころには燃料消費量は 80%程度まで改善された．Newcomenn 機関からすればこ
の期を通じて 90%もの燃費改善になったのである．産業革命期は，このように水車動力（風
車は定常性に欠けるため製粉などには重要な役割を果たしたが，近代産業への寄与は小さ
かった）から，それを背景として蒸気動力が育成され，結果的に大出力機関が製造可能な，
そしてそれらを必要とした社会経済的な状況に立ち至った，そのような一大技術転換期で
もあった．その一つの典型例として，図 10 に Smeaton の導入したシリンダ製造用の中ぐり
盤を示しておこう．蒸気機関用のシリンダは初めは手で研削されていたが，のちには水車
駆動の中ぐり盤が出現し，工作精度が飛躍的に進展，機関の高性能化につながった．

図 10 Smeaton の中ぐり盤（C.Singer ほか原著, “技術の歴史 8” 第 14 章, 筑摩書房,1963 に
よる．左端に水車があり，これによって刃物が駆動される．中央にはシリンダがあり，右
端のハンドルを回せばチェーンを介して工作物が移動する）
産業分野におけるこのような進展は社会や科学研究にも大きく影響し，幾多の科学的知
見，技術的発展がなされたのである．
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図 11 蒸気動力に関連する産業，科学技術の展開
図 11 に示すように産業革命期以前の段階で，Isaac Newton や Robert Hooke に代表される
ように質点系力学，剛体力学が形成されており，産業革命期は解析力学や連続体力学（弾
性学，流体力学）が形成された時期に対応する．また産業発展がそれまでの家内工業的生
産システムから工場制生産システムへ移行した．それに伴って工場法など様々な社会的枠
組みも構築された．当然その結果は労働者の年収に影響し，農業労働者，熟練職工，熟練
技能者の場合には比較的緩やかではあるが，確実に増加した（図 12 参照）．この当時の技
師という職業の内容は明確ではないが，おそらく Watt や Boulton，また Trevithick のような
技術者であり経営者でもあったクラスと思われる．その技師や検査官においては産業革命
期には顕著に収入が増加している（もっともこのデータによれば産業革命期後には大きく
減少しているのではあるが）．

図 12 英国における各種業種の年収（The Marteau Early 18-Century Currency Converter
に基づいて作成，農業労働者の年収の少なさと農具改良による農業分野の生産性向上によ
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り，より高収入を求めて都市部の向上に顕著な人口移動があったと推測される）
2.4 ボイラ破裂と社会の対応
先にも述べたようにボイラの高圧化は必然的にボイラ破裂を伴った．その典型的な統計
データを表 2 に示しておく．E. B. Marten によれば 1866 年までに 1046 件のボイラ破裂事故
があり，なかでも製造上の問題や腐食・焼付き，水処理の問題が大きかった．さらに表中
注目すべきは“Too uncertain to be classified”がかなりの件数に上っていることである．つま
りボイラに関する技術がこの当時ではまだ十分に確立していなかったことを意味している．
Marten の資料には 1 件のボイラ破裂によって 15 人死傷との記述があり，現在でも当然であ
るが，当時としても非常に大きな問題であったのは間違いない．さて表 2 において，Watt
の特許満了後 1803 年に早くも Trevithick のボイラが破裂し，これを起点として 1866 年まで
の件数を平均すれば，年 16 件程度となるが，1866 年から 1870 年までの 4 年間では 565 件，
年平均 140 件となり，非常な勢いで蒸気機関が増加したことの裏付けにもなろう．
表 2 ボイラ破裂件数とその要因（E.B.Marten “The Records of Steam Boiler Explosion”,
E.VF.N.Spon,1872 による）
破裂原因

1866年6月までの破裂件数

1866年から4年間の破裂件数

1870年まで
の破裂件数

英国

外国

小計

英国

外国

小計

合計

摩耗，腐食，焼損

92

53

145

89

5

94

239

過圧，過負荷

132

5

137

25

6

31

163

製造不良，管や
フィッティングの強
度不足，修理ミス

136

108

244

69

8

77

321

水処理不良，スケー
ルや泥

106

8

114

28

2

30

144

火災など外部要因」

6

3

9

2

2

11

その他不確定要因

247

150

397

6

325

331

728

合計

719

327

1046

219

346

565

1611

図 13 に米国におけるボイラ破裂件数の推移を示す．
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図 13 米国におけるボイラ破裂件数の推移（Ishigai は石谷清幹, ”工学概論”，コロナ社, 1972,
NBBI は厚生労働省作成資料による．ドイツのデータは F.Münzinger, “Dampfkraft Wasserrohrkessel und Dampfkraftanlagen, Springer, 1933 による）
ボイラ破裂の多発を受けて，米国 Franklin Institute of Philadelphia がボイラ破裂の原因究明
のための委員会を 1830 年に設立し，ボイラに関する実験，材料強度に関する研究を開始し
た(1)．その成果である第 1 報，第 2 報が 1836 年に Journal of The Franklin Institute 誌上で公表
され，そこでは "experiments have shown not only what are some of the causes of explosions, but,
which is quite important, what are certainly not cause“ と記載されている．ボイラ破裂の原因は
過度の圧力，メタルの過熱，製造ミス，運転ミス，真空による崩壊などが挙げられるが，
いまだ十分にはわかっていなかった．そこで，破裂をしなかった実績を積み上げることの
重要性が指摘されたのである．これらの研究の進展とともに，1833 年には蒸気船のボイラ
検査に関する法律が成立した．ここではボイラは 6 ヶ月ごとに検査が必要，検査員はボイ
ラの健全性の認証を与えるとされたが，米国全域で直ちに成立したわけではない．この間
の 1865 年，Sultana 号のボイラが破裂し，乗船していた 2000 人のうち 1500 人が死亡した．
1889 年にはボイラ製造技術水準の向上，不安全なボイラの製造や販売を防ぐ目的としてボ
イラ製造業者が集まって，American Boiler Manufactures Association（ABMA）を設立した．
安全なボイラの製造・運転のためのライセンス供与，舶用ボイラに対する政府の規制や陸
用ボイラに対する ABMA の指針にもかかわらず事故は続き，米国では 1 日に 1 回の割合で
あったという．
技術に関する社会的要求の高まりを受けて，英国では 1818 年に The Institution of Civil
Engineers が設立された．また工科系の教育機関として著名なエコール・ポリテクニクが創
立されたのはそれに先立つ 1795 年である．今見たような蒸気動力に対する技術要求の高ま
りなど，蒸気動力の産業応用の進展にともなっていわゆる機械（Machinery）に対する要求
が増大し，専門分化が当然ながら進行した．その経過のなかで Civil engineer の扱う範囲が
静的な装置・構造（道路，トンネル，港湾，建築物など）に限定されるようになり，他方，
機 器 の製 造 や動 力 機械， 動 力に よ って 作 動する 機 器な ど を扱 う 技術者 を Mechanical
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Engineers と呼ぶようになった．19 世紀初めには蒸気動力が産業分野で進展し，船舶，鉄道
の推進に応用された．これらの発展とともに機械技術に対する関心が高まり，技術者たち
は専門知識を通じての交流や知識の交換，professional knowledge の向上のための組織を結成
することが必要であると考えるようになっていった．そして 1847 年には英国で The
Institution of Mechanical Engineers (IMech. E.) が設立された．IMech.E. は機械製造企業などの
マネージャが組織したもので，社会との関わりが必然的に組織の中に取り込まれた形とな
っている．ドイツでも若干遅れて 1856 年に同様な技術者集団 Verein Deutscher Ingeniere,
(VDI) が結成された．
米国では英国産業革命に端を発した工業化の波の中で，英国同様，機械技術者やマネー
ジャの知識の集積と議論と情報交換，人材育成などを目的として，
1880 年に American Society
of Mechanical Engineers (ASME) が 設 立 さ れ た ． ASME の 基 本 理 念 の 一 つ は ”British
philosophy”と呼ばれ，”seeks for a professional solidarity which can be secured only by a union of
membership reasonably homogeneous in character. It seeks to have membership in the organization
a sort of cachet or guarantee of a high standard of professional qualification”として，professional
グループとしての評価・評判の確保が重要とされた．第 2 の理念は”German philosophy”とし
て”engineering society is a great publishing association whose prime function and purpose is the
procuring, printing and circulating of professional literature” とされた．すなわち専門知識の印刷
物を通じての公表であり，これが社会への貢献とされたのである．そして構成メンバーと
しては，技術の Professional と技術経営・ビジネスマンが設定されていた(2)．
Franklin Institute の研究成果を受け継いだ ASME は 1911 年にボイラコード委員会を立ち
上げ，1919 年に ASME 定置式ボイラ製造コードを発行した．同年，全米ボイラ圧力容器検
査官協会（The National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, NBBI）が発足した．そ
れ以降，ASME によるボイラ製造にかかわる標準化とコードの維持管理および NBBI を中
心とした”One Stamp, One Code, One Standard”の標語のもと，第三者検査というボイラの安全
確保の体制が出来上がっていったのである．
このようにユーザでもメーカでもない，ましてや行政でもない第三者によるボイラ検査
の進行と行政における法的根拠づけによって，図 13 に示したようにボイラ破裂事故は 1900
年をピークとして急速に減少していった．このような第三者検査体制は船舶部門から始ま
っており，代表的なものを列挙すると，Lloyd’s Register (現在の形態になったのが 1834 年),
Bureau Veritas (1828 年), Det Norske Veritas (1864 年), American Bureau of Shipping (1862 年),
我が国では日本海事協会（1899 年創立の帝国海事協会が原型，船級部門を持ったのは 1915
年）
などの船級協会，
ドイツでは TÜV（1866 年設立の DÜV：Dampfkessel Überwachungs -Verein
が原型）などが著名である．
ここで英国 IMech. E. の論文集 Vol.1 の目次を表 3（抜粋）に示す．
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表 3 Proc. IMech. E., Vol.1 の目次（抜粋）（日本材料学会，金属疲労研究の歴史，1988 に
よる）
Proc. Institution of Mechanical Engineers
Vol.1 index 1847-1849
Total 38 articles
J. E. McConnel
Axles for Railway Carriages and Waggons
T. Chaddock
Boiler and Condenser
T. Chaddock
Boiler and Condenser
W. Smith
Boiler Explosion at Dudley
W. Smith
Boiler, High-Pressure, and Boiler Explosions
J. Ramsbottom
Boiler, Locomotive
E. Chesshire
Buffer, Safety Buffer for Railway Carriages
C. De Bergue
Buffer, Statiob Buffer, and Collision Break Apparatus
W. Fairbairn
Expansion Valves for Condensing Steam Engines, new constructiob
C. F. Beyer
Locomotive Engine
J. Jones
Locomotive, Cambrian Engine, adaptation
W. Weallens
Locomotive, Express Engine
J. Samuel
Locomotive, Small Express Engine
J. E. McConnel
Wheels, Balancing of Railway Wheels
H. Smith
Wheelm Solid Wrought0Iron, for Railways

全掲載論文 38 件には，2 件のボイラ破裂記事を含めてボイラ並びに鉄道用蒸気機関関連
が 10 件，
また当時問題となり始めた車軸の疲労を含めて鉄道車両関係が 5 件含まれている．
同じころ刊行された Zeitschrift für Bauwesen にも鉄道車軸の金属疲労研究の創始者ともいわ
れる August Wöhler の研究（1858 年から 1870 年にかけて）が多く掲載されている．わが国
においても戦後の新幹線開発段階で，車軸はそれまで経験もなかったほどの高速走行を経
験するため，綿密な研究が当時の鉄道技術研究所において行われた．しかし疲労という時
間の関数でもある研究には加速試験はあるものの，最終的には長期間の実車試験をするほ
かなく，鉄道技術研究所では営業運転中の新幹線からデータを採取し，それらから車軸交
換の閾値を割り出したという(3)．車軸同様加速試験ができないボイラ，原子炉，タービンな
ども基本的には同様である．

図 14 金属疲労研究の推移（日本材料学会，金属疲労研究の歴史，1988 に基づいて作図）
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図 14 は金属疲労に関する論文数の推移を示したものである．金属疲労の研究は鉄道事業
の進展とともに必然的に始まった感があるが，本格的な研究は 1900 年以降になる．ボイラ
やタービンなどで非常に重要な因子でもある熱応力の研究については，S. P. Timoshenko の
“History of strength of materials” (4)によれば，J. M. Duhamel が 1837 年から 1843 年の間の論文
において“he states that Fourier discussed various distribution of temperatures in solid bodies in his
famous book ”Théorieanalytique de la Chaleur,“ but that he did not consider the deformations
produced by temperature changes.” と述べたことから始まったようである．構造物の応力解析
は 19 世紀に十分に発達したが，
熱応力が設計に組み込まれるようになったのは Aurel Stodola
の"Die Dampfturbinen" Julius Springer (1910)で，Duhamel の研究から約 70 年が経過したこと
になる．ボイラやタービン技術の初期には，熱負荷や動力負荷が低かったため，熱応力は
大きな問題とならなかったのだろう．さらに進んで熱疲労の研究は 1954 年の L. F. Coffin &
N. Y. Schenectady の研究(5)まで待たねばならなかった．しかし 1890 年に行われた G. Babcock
の米国コーネル大学における講演では，良好な水循環を確保することによって温度分布を
一様にし，熱応力を避ける工夫が技術の現場では行なわれていたことがわかる(6)．このよう
に技術の現場では経験に基づいた工夫が行われ，実績を積む努力がなされていたが，一方
の学会ではそれら実際技術・知識の体系化が主目的におかれ，ある種の分業が行われてい
た．このことは学会，むしろ技術者協会と呼ぶ方が妥当と思うが，技術者の組織として活
力を持っていた当時においては妥当であったと思う．その一方で，英国 IMech. E. の 100 年
史(7)によれば，設立当初の論文は多くは技術に軸足を置いていたが，それは最初の 50 年く
らいで，続く 50 年では多くは微分方程式を多用し，理想的条件下での物理的説明が増え，
実際技術からの乖離が顕著になってきたとある．同じことが，我が国の学会でも言えるの
ではないだろうか．学会設立の当初の Professional としての社会的責任がおろそかになって
いないだろうか．
なお，上記の Stodola の原著をもしくはそののちに出版された英語版 ”Steam and Gas
Turbine”(1927) を実際に手に取ってみた技術者・研究者は現在，何人いるのだろうか．現状
の我が国における教科書は精々200～300 ページで，分厚い書籍の出版は一般には嫌がられ
る．つまり大学において用いる教科書の薄肉化が甚だしく，しかも実際の設計計画に参考
になる書物は現状ではほとんどない．このような傾向は欧米でも我が国ほどではないにし
ても似た状況にある．タービンにおける Stodola のみならず，ボイラでは A. Pohlhausen,
“Dampfkessel anlagen, Zweite Auflage ” Polytechnischan Buchrandlung,1899, R, Spalckhaver, Fr.
Schneiders und A. Rüster, “Die Dampfkessel, 1924, F. Münzinger, “Dampfkraft - Wasserrohrkessel
und Dampfkraftanlagen, Zweite Auflage, Julius Springer, 1933, 等をみていると，設計計画に耐
える内容を誇っており，現在との違いに目もくらむ思いさえする．現在，著者の知る限り，
ボイラ設計のための資料としては Babcock & Wilcox 社が同社の成立直後から営々と出版し
てきた”Steam - Its Generation and Use, 41th ed.” 2004,くらいしか思いつかない．
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2.5 我が国における学会の成立とボイラ検査制度の確立
1855 年に島津藩において 2－3 馬力の実用蒸気機関が製造されはしたが，我が国における
蒸気動力は当初から輸入技術であった．1861 年長崎製鉄所（現在の三菱長崎），1866 年石
川島造船所，横須賀製鉄所が竣工，1869 年には兵庫製鉄所が創業している．一方，政府組
織として 1870 年に工部省が設置され，輸入技術に基づいて殖産興業を邁進し始めるのであ
る．1871 年には工部大学校（現在の東京大学工学部）が設立され，技術者養成の体制が出
来上がった．
一方，学会組織としては，米国から帰国した森有礼を中心として明六社が 1873 年に設立
された．医学，数学，化学などの分野の組織化にともなって 1879 年には工部大学校卒業生
を中心に工学会が設立された．また英国に渡った眞野文二は帰国後に IMech. E. の権威と会
員であることによる尊厳に感動して，帰国後，帝国大学機械工学科および東京高等工学校
機械科の卒業生を中心に 1897 年に設立されたのが現在の日本機械学会である．
日本機械学会においても，当初はポンプ，水車，ボイラ，鉄道など具体的な技術に関す
る論文が多く発表されていたのは事実であるが，英国，米国などと異なってアカデミック
な色彩が強く，技術経営者などは会員には含まれていなかったように思う．つまり日本に
おいて重要視されたのは，英国や米国におけるような”Professional”ではなく，どちらかとい
えば学問的，学術的な展開であったように思う．また学会財政面での配慮からか，我が国
の多くの学会は特別会員，団体会員などの制度を有している．技術の Professional がそれぞ
れの所属を離れて自由に議論を戦わせる場，社会に対して技術の Professional として発言す
る組織として見たとき，これらの制度のあり方について改めて考える必要があると思う．
さてボイラ破裂問題に話をもどそう．1889 年に我が国において初めて「汽罐」に関する
国家的調査が行われ，1900 年には行政執行法第 4 条および同施行令第 2 条「汽罐，汽機及
びその付属装置につき危害を生ずるおそれありと認められるときは行政官庁はその使用を
制限できる」とされた．ついで 1903 年に内務省警保局長より各府県長官あて「蒸汽機関技
術者取締に関する依命通達」がだされ，1911 年には工場法制定が制定された．ボイラの検
査は内務省の管轄であり，実際の検査は各地方庁によって行われていたのである(8)．
1935 年に内務省令第 20 号公布され，従来地方庁で施行していた汽罐取締規則を統一整備
した汽罐取締令が公布されるにいたった．この当時の汽罐設置台数は汽罐が 32103 台，蒸
罐が 7652 台で，合計 39755 台であったという．
1908 年に第一汽罐保険株式会社創立され，1911 年に警視庁（東京）から検査代行者に指
定され，以後，愛知県，兵庫県，大阪府，岡山県などにも広がっていった．さらに 1935 年
に汽罐取締令 14 条により更新検査の代行者に指定されるに至ってようやく民間の第三者検
査がその緒についたのである．英国や米国に遅れること約 50 年であった．
1934 年に汽罐協会が設立され，1935 年に機関誌「汽罐研究」が創刊されボイラ技術に関
する啓蒙活動を開始するもすぐに 1940 年戦時体制下で大日本産業報国会に合併されてしま
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った．戦後の 1947 年 5 月に厚生省労働基準局，都道府県労働基準局が設置され，1946 年に
は日本汽罐協会が設立された．日本汽罐協会は 1947 年に駐留軍施設のボイラ検査業務を開
始し，1949 年に日本ボイラ協会と名称を変更し，1953 年にボイラ及び第一種圧力容器の性
能検査代行を開始，1975 年には小型ボイラ，小型圧力容器の検定代行業務を開始した．現
状ではこの日本ボイラ協会，損保ジャパン（先の第一汽罐保険，東京火災，帝国海上など
と合併して設立された安田火災）さらにはボイラ・クレーン安全協会が代行業務を担って
おり，3 組織が競合する形になっている．
安全に対する投資の判断は，投資するメーカ，支払い代価を被るユーザ（合わせて当事
者），不安全による被害者で基本的に異なる．そのためには安全に対する公正な判断は利
害関係のない第三者による必要がある．監督官庁であっても，管轄産業振興部門も当事者
に分類され，安全の判断には適さないのである．この原理に基づくものが第三者検査であ
り，多数のボイラ破裂や船舶の沈没などの経験に基づいて欧米で発達してきた社会制度で
ある(9)．
このように産業用ボイラでは第三者検査の制度が定着しているが，一方，発電用ボイラ
では限定的である．発電用ボイラの検査については 1911 年制定の旧電気事業法（1935 年以
降は発電用汽機汽罐取締規則）のもとで逓信省が行っていた．1964 年に制定された新電気
事業法のもとでは通産省が検査業務に当っていたが，1970 年以降は発電用熱機関協会，の
ちの発電設備技術検査協会（1985 年）が火力機器の溶接検査を代行するようになり，1985
年以降は発電設備の検査業務を担うようになっている(10)．しかしその検査は原子力分野に
おいては電力会社の自主検査の立会業務に限定されている．その意味で原子力分野では第
三者検査が未発達であるといわざるを得ない．
2.6 戦後火力発電の展開と火力ボイラのトラブル
明治以来，我が国は技術のみならず教育制度までも海外から導入したのは周知のとおり
である．図 15 は日米の電灯事業開始ころから戦前までの日米の最大発電用蒸気原動機の単
機出力と最大の汽力発電所の設備容量の変遷を示している．米国で送電事業が始まったの
は 1882 年 Pearl Street 発電所（120kW の蒸気機関で駆動された 6 台の発電機による）以来で
あり，我が国においては東京電灯の茅場町発電所が 25kW たて形蒸気機関 2 台を用いて発電
し，米国に遅れることわずか 5 年の 1887 年に送電を開始した．それ以降，輸入機や輸入機
と国産機の併用によって浅草発電所（800kW, 1905 年，おそらく輸入機），尼崎東発電所
（25,000kW, 1924 年，輸入機），名古屋発電所（35,000kW, 1925 年，輸入機と国産機の併用），
尼崎第一発電所（53,000kW，1933 年，輸入機と国産機の併用）というように順々に技術を
身につけ，1937 年には 75,000kW の発電所を国産機にて製造するようになった．一方，米国
の単機容量，発電所容量はいずれも我が国のそれらを上回っており，戦争のため新たな技
術開発が停滞した 1940 年ころまでに米国製を上回ったことがなかった．
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図 15 汽力発電所の設備容量の変遷（石谷清幹 “蒸気原動機 II”, 山海堂，1957，より作成）

図 16 戦後建設された火力発電所の単機容量（宇治田惣次，玉井幸久，“ボイラ技術の歩み”
火力原子力発電，31-12，1980, pp.1315-1367 に基づいて作成）
第二次世界大戦は欧米，特に米国との技術格差を見せつけられた結果に終わっただけで
なく，多くの工業都市の社会インフラが壊滅的な被害を受けた．戦後の復興を成し遂げる
ためにはまず基幹インフラである発電所・電力網の再構築および進展は喫緊の課題であっ
て，1947 年には早くも九州電力港第二発電所に 54MW の国産の火力発電所が建設された．
現在から見れば小規模火力ではあるが，当時の我が国の電力需要と技術水準を端的に示し
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ているともいえる．図 16 に 1950 年以降我が国で建設された火力発電所の設備容量の変遷
を示している．図中の◎は米国など海外からの輸入であり，いずれも当時国内建設の発電
所中，最大級に位置している．1953 年ころ，米国においてはすでに 100MW～200MW のプ
ラントが建設されていたのである．
このような状況は国土再建に係る建設機械，発電，鉄鋼，舶用主機，電気電子機器，石
油化学など産業の全領域にわたっている．戦中の技術的空白を埋めるために電力はじめ各
種製造企業はこぞって海外技術を導入した．技術の最重要基盤である鉄鋼分野では，当時
の八幡製鉄をはじめ主な鉄鋼メーカ 6 社は 1951 年からの 5 年間で平板圧延技術や電縫管製
造技術など含めて 100 件を超える技術導入を行い，続く 5 年間ではさらに増えて 134 件に
も達している(11)．
技術導入の典型的なパターンは，欧米企業との技術提携であり，まず新鋭機をターン・
キー方式で導入し，2 号機以降を欧米企業と合同で，あるいは国内企業が建設するという手
法をとった．これが最新技術を蓄積する最も近道であったのだろう．これによって我が国
は工業技術における急速な発展を可能にし，短期間のうちに高度経済成長と呼ばれる経済
発展を遂げることができたといって過言ではない．逆の言い方をすれば，多少の例外はあ
るにしてもほとんどの分野で時間のかかる自主開発をバイパスして欧米新技術を採用して
いったともいえる．たとえば日本の石油化学技術は戦後ほとんど海外技術のパッケージ買
いで，原料や工程のフローシート，デザインマニュアル，運転マニュアル，製品検査マニ
ュアルまで買ったともいわれている．このことは原発についても全く同様である．
表 4 欧米企業との技術提携例（並川宏彦“戦後昭和期の産業技術と社会”，日本機械学会
関西支部資料，2012 による）
企業名

外国企業
Combustion Engineering

三菱重工

Westinghouse
Sulzer Brothers

三菱電機
日立製作所
バブ日立
東芝
石川島播磨
川重
富士電機

Westinghouse
General Electric
Babcock & Wilkox
General Electric
Foster Wheeler
Vereinige Kessel Werke
Siemens

許可年月日
1951.05.16
1952.02.28
1962.06.02
（戦前より）

1952.12.12
1953.01.20
1952.02.08
1952.04.02
1952.10.14
1955.12.16

これら技術提携並びに国産技術の進展により，わが国の火力発電設備容量は堅調に増加
し，高度経済成長を支えた．わが国の発電設備容量の変遷を図 17 に示す．図 17 には関連
する各種事象についても記載している．東日本大震災前の 2010 年では揚水を含む水力は
20%弱，火力は 60%余り（石炭火力，石油火力，LNG 火力それぞれおおよそ 1/3 ずつ），
原子力は 20%程度を占めており，2010 年当時，風力，太陽光，太陽熱など新エネは 0.2%を
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占めていたに過ぎない．

図 17 電源別設備容量の変遷と関連事象（電事連の資料による）
図 18 は我が国における原発設置の累積基数の推移と我が国の電気事業法下の発電設備の
トラブル件数（原子力安全保安院，電気保安統計による）の推移をプロットしたものであ
る．1960 年以前のデータはここには示していないが，1960 年以前には火力発電設備そのも
のの数が少なかったために件数としては大きな値にはならなかったと推測される．その火
力発電トラブルは 1960 年以降，設置基数の増加にも関わらず顕著に減少していった．これ
には材料技術，計測技術，制御技術，運転技術，水処理技術および総体的な技術の蓄積が
大きく寄与したのだろう．しかしその減少傾向は 1970 年ころ一旦停滞気味になる．このよ
うに 1970 年にかけての技術的進展の状況は図 19 に示す航空機事故においても同様である．
つまり世界的に見てあらゆる分野で大きな技術発展が 1970 年ころまでに成し遂げられたの
だろう．
さて，火力発電設備でのトラブルは 1975 年を超えるころ再び大きく減少し，1980 年には
年間 40 件を下回る程度にまでに低下した．これはベースロードを火力に代わって原子力が
担い始めたことによる．火力では定格運転時でも燃焼室に大きな火球が形成され，単位体
積当たりの発熱密度としては原発（BWR: 50MW/m3, PWR: 100MW/m3）よりもかなり低いと
はいえ水管の高温強度的にははるかに厳しい状況におかれている．また最新鋭の天然ガス
焚きコンバインド発電では，ガスタービン入口温度は 1600℃を超えている．
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図 18 原発設置基数と火力発電トラブル件数の推移（電気保安統計による）

図 19

100 万フライト当りの航空機事故件数の推移（遠藤浩，ゑれきてる，72，pp.20-23, 1999

に基づいて作図）
2011 年 3 月の東日本大震災以降，ほとんどの原発が停止を余儀なくされ，火力に大きな
負担がかかったのは紛れもない事実であり，実際，関電堺港発電所ではガスタービン翼が
破損した（2011 年 8 月）し，J.パワーの磯子火力ではベルトコンベア火災が発生（2011 年
11 月）した．このような火力における最近のトラブルをリストアップして表 5 に示してい
る．このような実態を理解せずに，電力問題を軽々に語るのは避けなければならない．

44

表 5 最近の火力発電トラブル（各社プレスリリースによる）
発電停止
2011/7/18
2011/7/27
2011/8/1
2011/8/10
2011/8/18
2011/8/17
2011/11/24
2011/12/9
2012/2/6
2012/2/15
2012/2/24
2012/3/6
2012/3/15

運転再開 電力会社
2011/7/27 中国電力
2011/8/6
東京電力
2011/10/25 関西電力
2011/9/10 中国電力
2011/8/27 四国電力
2011/8/19 東北電力
2012/1/23 電源開発
2011/12/9 東北電力
未復旧
東京電力
2012/2/16 北陸電力
2012/3/16 北海道電力
2012/3/31 九州電力
2012/3/18 電源開発

発電所
設備能力
停止状況
100万kW 手動停止
三隅発電所
60万kW 手動停止
鹿島火力発電所
40万kW 緊急停止
堺港発電所
100万kW 手動停止
三隅発電所
29.6万kW 手動停止
坂出発電所
35万kW 手動停止
秋田火力発電所
120万kW
磯子火力発電所
緊急停止
60万kW 緊急停止
能代火力発電所
50.7万kW 手動停止
富津火力発電所
50万kW 手動停止
七尾大田火力発電所
35万kW 緊急停止
伊達発電所
60万kW 緊急停止
新小倉火力発電所
60万kW 手動停止
磯子火力発電所

事故・損傷部位
ボイラ内蒸気漏洩
燃焼ガス漏洩
タービン損傷
配管蒸気漏洩
ボイラ内蒸気漏洩
配管蒸気漏洩
燃料系統火災
燃料供給異常
ボイラ部品損傷
ボイラ冷却水漏洩
復水器損傷
タービン安全装置軸損傷
ボイラ内蒸気漏洩

2.7 技術発展の課題
大型技術の開発には時間と膨大な費用が必要となる．開発中に幾多のトラブル，事故に
見舞われるのは避けたいところであるが，実際にはそうはならない．1930 年代半ばから当
時のソ連で独自開発された火力発電用貫流ボイラの 1 形式であるラムジンボイラは 15 年間
の開発期間中に約 60 件の重大なトラブルが発生した．このうち約 40 件は高温ガスからの
高熱負荷を受ける伝熱管に関連し，技術開発上もっとも難しい問題であった．これらの諸
問題を克服して初めて信頼性の高い商品になった(12)．
別の事例をあげれば，1970 年に試運転中の 33 万 kW 蒸気タービンロータ（重さ 50 トン）
がほぼ 4 等分に破壊・飛散して 4 人死亡，61 人重軽傷という多数の死傷者を出すとともに，
一部は 880m 余りの距離にも達した．破壊の原因はロータ素材の欠陥であり，これ以降，製
鋼技術が飛躍的に進歩し，結果的に信頼性の非常に高いタービンとして海外から高い評価
を得ることとなった(13)．また 1972 年に当時国内最大級の海南発電所 3 号機（60 万 kW）に
おいてもタンデム編成の蒸気タービン・発電機の試運転中にバランシング不良が原因で軸
振動を発生し，損壊，火災事故を起こした．この当時は海外との技術提携の時代で，回転
軸のバランシング技術が十分に確立していなかった時期でもある(14)．
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図 20 石炭燃焼技術の R&D の系譜（犬丸淳，原三郎，電中研レビュー，44, 2001, pp11-12,
に基づいて作図）
図 20 は石炭燃焼技術を中心とした R&D の状況を模式的に示したものである(15)．IGCC 開
発においても海外で主流の酸素吹きか空気吹きかの決定や，溶融灰に係る諸問題など非常
に多くの技術課題を解決してようやく勿来の実証機が長期連続運転を達成したのであって，
大型であればあるほどその開発期間は長くなり，開発のコストも高くなる．いくつか実例
をあげれば，PFBC（加圧流動層燃焼複合サイクル）については海外における研究開発から
数えて約 40 年，国内においても 20 年，今開発中の A-USC（先進超超臨界圧ユニット）で
も 10 年から 15 年といわれている．舶用大型 2 サイクルディーゼルエンジンの開発には 10
年程度必要であり，そのエンジンが競争力をもって商売になるにはさらに 10 年必要である
という．この競争力とは性能は当然であるが，まず実績とコストであろう．実績がなけれ
ばコストは下がらず，コストが高ければ実績が積めないという矛盾はメーカとユーザの協
力がなければ克服できないのである．
また各種機関の標準的な価格を熱出力ベースでみると，舶用大型 2 サイクルディーゼル
では US.$100～200/kWt，ガスタービンで約 US.$80/kWt，微粉炭火力は約 US.$680/kWt，ガ
ス焚き火力は US.$320/kWt，そして IGCC は現状では US.$800/kWt 程度となる．石炭火力の
コストが高いのは環境対策やハンドリングなどの設備に費用が掛かるためであろう．一方，
ガス焚き給湯器や小型水管ボイラ，自動車などはいずれも約 US.$100/kWt である．すなわ
ち動力分野では 1kWt あたり 1 万円程度というのが標準的であろう．設備の選定は販売価格
だけでなく，燃料資源のコストやそのハンドリング費用を含むランニングコストやそもそ
もの資源埋蔵量，燃料供給国などにも依存した非常に大きな課題である．
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2.8 技術者の社会的責任
明治以降，我が国は近代科学技術を積極的に，場合によっては政府主導で導入してきた．
ボイラ，蒸気タービン，製鉄，造船など現在日本を代表する技術すべてと言って過言では
ない．これらの技術導入過程で，ボイラや船舶については機関故障，ボイラ破裂などが運
転員，乗組員の生命に直接関わるため，機器の導入と同時並行的に検査制度を導入し，当
初は政府が，のちには民間による第三者検査制度を育ててきた．それら第三者検査制度は
技術をめぐる社会制度として非常に重要な役割を果たしてきたのである．この点は原発を
論じる際には非常に重要な点である．
新技術が社会に受容される，あるいは「社会になじむ」には時間が掛かる．場合によっ
ては何世代にも亘る．その過程で，技術と社会をめぐる様々な相互作用や矛盾が顕在化し
たが，それらは技術的あるいは社会制度として克服されてきた．社会においてその技術の
重要性が理解され，技術そのものの有用性のゆえに技術自身も，また社会も変化し，受容
環境が整備されてきたのだろう．そのなかで我々技術者あるいは技術の専門家集団として
の学会，企業，監督官庁などの組織の役割は極めて重要であるといわざるをえない．
動燃アスファルト固化における火災，東電のデータ隠し，三菱自工のハブ強度不足，パ
ロマ湯沸器ガス中毒事故など，産業分野における事故・トラブルは枚挙のいとまもない．
これらは先にあげたタービンなどの事故事例とは若干その内容において異なり，技術その
ものというより企業・組織の対応が問題とされた事案である．時期は若干相前後するが，
これらの対応をめぐって，技術者倫理，工学倫理などといったタイトルで多くの書物が発
刊され，また日本機械学会でも 1999 年に倫理規定を設けるに至った．「技術者倫理」とい
う言葉は，社会に対してあたかも技術者に倫理観が欠如したかのような印象を与えている
ことが危惧される．「技術者倫理」の発想の出発点は米国などにおける”Engineering Ethics”
で，本来的には技術者の社会的責任というべきものである．技術者並びに技術分野の研究
者は Professional であって，企業や組織の構成員である前に市民であり国民である．彼がそ
の専門知識ゆえに社会において相応の評価を得ているとすれば，必然的に社会的責任が伴
う．これは弁護士，公認会計士，医者などとも共通する．ただし我々が忘れてはならない
のは，弁護士，公認会計士，医者などは勿論，企業・組織に所属する場合も多いが，個人
としてあるいは独立してその生業を営んでいるのが一般的であるのに対して，技術者はほ
とんどの場合，営利企業に所属し，その企業の枠組みの中で職務として技術に関わってい
る点である．つまり経営陣と株主等の出資者を頂点としたヒエラルキーのなかで仕事をし
ているため，その枠組みのなかでの「企業体の短期的利益と安全等の長期的社会的使命の
両立」という，ある場面では相反する要求と格闘していると言っても過言ではない．した
がって技術者の発言や行動にはおのずと限界があると一般には理解されている．なにか社
会的な損害を伴う大事故が発生したら，我が国ではその直接の当事者である技術者が処罰
の対象になるのは当然であるが，多くの被害者や社会はそれだけでは納得せず，背景要因
としての経営責任者にも責任の一端を取らせようとする．
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石谷は大学紛争の只中において彼の主宰する研究室の卒業生に対して「技術の発達につ
いての見通しをたて，適時，適正にテーマを設定し，これを最低のコストで最短期間に開
発すること，および，こうして開発された技術が生産の現場で運用されるのを，その専門
的能力を駆使して援助すること，この両者が技術者の職分であり，これを完全に果たすこ
とが技術者の第一の責任である」，そして「第二は，一般人の理解しえない特殊な専門を
もつ人が，一般国民に対して負う責任である．言い換えれば『国民に対して警告する責任』
である」と説いた．石谷の言わんとするところは技術の Professional の社会的責任であり，
技術者，そして技術経営者も含めて専門家，専門家集団は社会に対して重要な責任を有す
ると説いたのである．我々技術に係るものは，単に自らの分野だけにとどまるのではなく，
絶えず社会の動向，技術の動向を時空間的に俯瞰しておくこと，また社会に対してメリッ
トもデメリットも含めて説明しておくことが求められる．一つの技術の周辺には数百数千
の技術が，そしてそれら技術に直接・間接に関与する多数の人たちが，さらに周囲も含め
れば数万，数十万の人々が関係しており，それら総体として見ておく必要があると考える．
石谷のいう第二の責任は先に述べた企業における技術者の限界とは矛盾する場面が多いの
ではないだろうか．この矛盾を克服する手段として，「学会」あるいはより適切には「技
術者協会」の果たす役割は大きい，いや大きくなければならないと考える．
本章を閉じるにあたって，以下のことを紹介しておきたい．
かつての帝国海軍における臨機調事件(16)で重要な役割（タービン翼の折損事故に対して，
山本五十六を委員長とする調査委員会が設計ミスとの判断を下し，海軍艦艇の大規模換
装・改修に発展しかけたのを，実艦テストを強行に主張して，調査委員会の判断が間違っ
ていたことを明らかにし，軽微な改修で事なきを得た）を果たした久保田芳雄機関大佐（当
時）の回顧録(17)に「優良なる設計は計算尺より生まれるに非ずして，歴史を勉強し再び同
じあやまちを繰り返えさないことの信念を深くした」とある．
（小澤 守）
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第3章

科学技術革新に対する社会からの受容に必要な工学の役割

科学技術革新の成果が「ハードウェア・ソフトウエア及び社会システム」の形で社会と
日常生活に深く浸透している現在，人々はそれらの成果物の基盤を構成している科学的・
技術的知識を持ち，その受容に対して自ら考えて行動することが求められている．しかし
現状では，それらの成果物を使用するあるいはその恩恵にあずかることの利点（ベネフィ
ット）のみが強調して宣伝され，負の面（リスク）については語られることが少ない．科
学技術革新の中身（利点と負の面も）は一般の市民にはブラックボックスとさえなってお
り，このために一旦事故などが起こった場合には，リスクを過大評価してパニックに陥る
場合もある．以下にそのような事例のひとつを紹介し，どのように対処すべきかについて
考察する．
3.1 放射線被害に対する安全と安心，Probability と Possibility について
―リスク・コミュニケーションの課題―
“放射性物質の環境への放出を伴うような事故は決して起こしてはならない”ということは
国民の誰もが認める共通のコンセンサスである．しかし今回の事故のように結果として放
出されてしまった場合にどのように対処するのか．
日本原子力研究開発機構 J-PARK センター柴田徳思（敬称略，以下同様）は，年あたり
1mSv の規制値に対する一般人の癌になるリスクは 5.5ｘ10-5 と推定され，死亡率から見た癌
のリスク 2.7ｘ10-3 に比べて十分に安全とされる範囲に入っていると述べている．また摂取
制限量の飲食物を 1 年間とりつづけたときの癌になるリスクは 1mSv（筆者注：2012 年 4 月
以降の新基準）に対して 5ｘ10-5，5mSv（2012 年 4 月以前の基準）に対して 2.8ｘ10-4 と推
定され，後者は不慮の事故による死亡のリスク 3.2ｘ10-4 と同程度であるとしている．この
ような分析を基にして，同氏は「放射線の影響について，一般の市民の知識が十分でない
ために，放射線とどのように付き合ったら良いかわからず，対処に困っている現状がある」，
また，「放射線の影響については国際放射線防護委員会（ICRP）のレポートが信頼できる
資料であるが，ICRP は放射線の影響を過小評価しているという説明がインターネットでた
くさん出ている．市民が知識を得ようとしてこのような説明を見れば，政府の説明は不安
を与えるものとなろう」と述べている(1)．
上記規制値の根拠を与えているデータは ICRP による「100mSv 以下の低線量被曝に対し
ては被曝量と癌発生率との統計的な因果関係はない」とする説明から Probability の論理と呼
ばれることもあるが，このような科学的根拠に則った安全に対する説明は，そのまま市民
に受け入れられることは難しく，たとえ規制値以下の値であっても癌になる可能性を完全
に否定するものではないから，（これを Possibility の論理と呼んでいるようである）「安心
して社会生活を送るには放射線量は限りなくゼロにするのが望ましい」とする論理がイン
ターネットあるいはマスコミ等を通して世間の常識として普及している．特に，規制値を
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僅かでも超えた場合のマスコミの報道が社会に与える影響は大であり，それによる風評被
害は計り知れない．
このような問題に対して山地は以下のようにコメントしている．「インターネットが実
現したサイバー空間には画像を含めて膨大な情報が飛び交っている．しかしその情報の信
頼性は疑わしい．このような状況の中で，専門家集団によって精査された科学的知識の役
割はますます重要になっている．ただし科学的知識の中にも不確実な領域がある．地球温
暖化懐疑論や，低線量放射線被曝の健康リスクなどは典型的な例である．福島原子力事故
では，このような科学の不確実領域で社会がどう行動すべきかが問われている．福島原子
力事故は，避難や汚染された食品の出荷停止などによって，地域の経済活動に甚大な被害
をもたらしているが，その根本にあるのは「放射線被曝に対する不安」である．今までの
研究では，低線量被曝のリスクについて，短期間の急性被曝の場合でも 100mSv 以下では，
発ガンリスクの増大を含めて統計的に有意な健康被害は観察されていない．しかし，この
領域の科学的知識は，未だに不確実で，不要な放射線被曝はできるだけ避けるという慎重
な行動をせざるを得ない．今回の事故では，この保守的な行動の結果として，現実に莫大
な損害と社会不安をたき起こしている．」(2)．
福島第一原子力発電所事故による放射性物質の環境への放出事故に伴う社会の混乱を大
きくした原因のひとつに，市民の放射線に対する恐怖感がある．「100mSv 以下の低線量被
曝に関しては被曝量と癌発生率との統計的な因果関係はない」とする国際放射線防護委員
会（ICRP）の科学的根拠に立った説明を国民は容易には受け入れることが出来ず，「原発
事故により人為的に放出されたセシウムによる放射線は限りなくゼロでなければ安心でき
ない」という論理が，マスコミおよびネット上で飛び交っており，国民もどちらかといえ
ばこの論理の上で原発存続問題を考えているようである．このような風潮に対して前日本
学術会議副会長の唐木英明は以下のように述べている(3)．
「福島以前は“放射線恐怖症”が大きな問題になることはなかったが，福島以降，環境中の
微量の放射性セシウムと何年間かつきあっていかなくてはならない状況が生まれ，事情は
変わった．“自然の放射線は減らせないが，放射性セシウムは人工物質なのでゼロにすべき
だ”といった意見は心情的に理解出来るものの，自然放射線以下のわずかな放射性セシウム
を恐れなければならない“検証された科学”に基づく根拠は存在しない．そして，そのような
感情的な主張が生み出すリスクへの配慮の欠如が，福島周辺の農産物に深刻な風評被害を
及ぼし，被災地がれきの広域処理に影を落とし，被災した住民に二重，三重の苦難を強い
ている．」
人が科学技術革新の成果を社会に適用する場合のリスクを考えるとき，以下の 2 つの評
価因子が働くといわれている(4)：
・恐ろしさ因子：致死的・世界的規模の惨事をもたらす潜在力，制御困難，将来世代へ
の悪影響への懸念，晒され方が不平等，非自発的に晒される．
・未知性因子：晩発的影響，外部からの観察困難，本人にも感知できず，なじみが薄い，
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科学的に良くわかっていない，新しい．
放射線に対する人々の恐れと不安の根拠にも，上記の評価因子が当てはまる．すなわち人々
が放射線被害を必要以上に恐れるのは，「恐ろしさ因子」と「未知性因子」の両面による
ものであると言えよう．
米国機械学会（ASME）は今回の福島第一原子力発電事故を受けて会長直属のタスクフォ
ースを立ち上げ，レポートをまとめている．その中で
・放射能に対して公衆の健康は守られ，死者もなかった．長期的な健康被害も小さいと
予想される．
・一方で，社会的，政治的，経済的影響は甚大であり，社会的コストも膨大である．
と総括している．
以上の結論として，低線量放射線による健康被害の問題を，「恐ろしさ因子」と「未知
性因子」に委ねることなく，科学者と技術者は科学的根拠のあるデータに基づいて判りや
すく社会に説明し，市民はそれを理解し自ら判断・行動する市民文化の醸成を図っていく
ことが重要である．教育界も報道等のメディアも，その市民文化の醸成に向けて，その社
会的使命の再確認のもと，日々の教育活動や報道活動に実践することが社会から求められ
ている．
3.2 「トランスサイエンス領域の問題」に対する社会的意思決定について
一方低線量放射線被曝のような科学的に因果関係が明確でない不確実な領域の問題に対
して，小林は 1970 年代の米国の核物理学者アルヴィン・ワインバーグの言葉を引用して「ト
ランスサイエンス領域の問題」と呼び，この領域の問題に対する意思決定の方法として以
下のように提案している．
「ワインバーグはこの種のトランスサイエンス的問いに関しては，専門家のみで意思決
定すべきではなく，民主主義社会においては専門家を含む社会全体で討議をしつつ決定す
るしかないと主張していた．それが彼の言う「拡大されたピア（仲間）」，つまり専門家
以外の人々を巻き込んだ意思決定なのである．科学技術に大幅に依存した現代社会におい
て，トランスサイエンス的領域が拡大しており，社会は，それに対する社会的意思決定の
仕組みを構築できていないことを問題提起したのである．
原子力発電技術のような巨大技術を社会に実装して利用していくためには，この技術が
もたらす社会的影響，メリットとデメリットなどを多角的に検討することが必要であり，
それらの作業は本来，文系，理工系を問わず各種の専門家がまずもって取り組むべきもの
なのである．その上で最終的に一般市民の社会的討議に付す，というのが物事の順序であ
ろう．」(5)．
低線量放射線被曝の問題に関しては，社会の評価が大きく割れている．この評価如何に
よって，原発再稼動の是非，あるいは将来のエネルギー政策等に対するお判断が大きく違
ってくる．一刻も早く国民の合意が得られることが望ましいが，いまだに 10 万人を越える
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避難者がいる状況においては，冷静な議論を市民との直接的な対話を通じて展開していく
ことには無理があろう．
小林の言う「拡大されたピア」とは，今回の問題に対しては例えば学術会議のような場
がそれに相当するのではなかろうか．必ずしも原発あるいは放射線の専門家ではないが，
学術会議にはこの問題が提起する様々な問題を，文系，理系を問わず様々な視点から議論
できる専門家が集まっている．もう一つ重要なことは，議論を行い合意形成にまで持って
いくルールが明確になっており，それが尊重されると言うことであろうか．学術会議はま
さにそのような条件を備えており，これまでも様々な問題が取り上げられて提言として社
会に発信されてきた．日本学術会議には今一度この｢低線量放射線被曝｣の問題を取り上げ
て，「拡大されたピア」として議論し，その議論の結果を｢合意された科学者のユニークボ
イス｣として発信していただきたい．このユニークボイスを核として，国会審議等における
政策形成に資すると共に，さらに市民との対話を通じて社会の中に冷静な判断が生まれて
くるのを待つしかないのではなかろうか．
3.3 エネルギー政策―国民の合意形成のためのひとつの試み―
政府はわが国のエネルギーの将来像について“エネルギー・環境会議”において議論した結
果を「選択肢に関する中間整理」（平成 24 年 6 月 8 日）として公表している．まず選択肢
を議論するための 7 つの視座が示され，次いで震災前の全電源に占める原子力発電の比率
を下回ることを基本として，3 つの選択肢を示している．
・7 つの戦略の視座：
（1）社会の安全・安心の確保
（2）エネルギー安全保障の確保とエネルギー源の多様化
（3）原子力平和利用国としての責務や世界への貢献
（4）エネルギーコスト上昇による産業・経済・社会への影響
（5）地球温暖化問題への対応
（6）エネルギー構造の転換を成長につなげるという視点
（7）必要となる社会的費用を負担する適切な制度の設計
・3 つの選択肢：
① 2030 年時点で原子力発電の比率を 0％にするという考えに代表される出来るだけ早く原
発比率を 0 とする選択肢（30 年 0％程度）
② 2030 年で原子力発電の比率を概ね 15％程度まで下げる選択肢（30 年 15％程度）
③ 原子力発電の比率を震災前より低減させるが，一定程度は維持するものとし，2030 年時
点での原発比率を概ね 20～25％程度とする選択肢（30 年 20～25％程度）
エネルギー・環境会議がまとめたこの中間整理を基にして，現在広く国民の声を聞くた
めに「エネルギー・環境の選択肢に関する国民的議論の進め方について」同会議事務局よ
り提案があり（平成 24 年 7 月 5 日），この方針に沿って現在一般市民を交えた議論が全国
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的に展開されている．提案の骨子は
1．エネルギー・環境の選択肢に関する情報データベースの整備
2．エネルギー・環境の選択肢に関する意見聴取会
3．エネルギー・環境戦略に関するパブリックコメント
4．エネルギー・環境の選択肢に関する討論型世論調査
5．自治体や大学，民間団体主催の説明会への協力
よりなる．これらによる意向調査に加えてさらにマスメディアによる意向調査も踏まえて，
これらを丁寧に集積・分析し，戦略を選択する際の材料とするとしている．
例えば上記 2 の意見聴取会においては
・担当省庁（内閣官房，経済産業省，環境省）の政務が出席
・事前に公募した国民が意見を陳述（3 つのシナリオごとに 3 名ずつ，計 9 名）
・参加者は公募により一会場 100～200 名とする．動画での中継・配信を行なう
・参加者に対してはアンケートを実施する
としており，現在福島市を含む全国 11 の都市で実施されている（7 月～8 月）．またその
後（8 月）に予定されている討論型世論調査においては，
・中立的な実行委員会が運営（意向調査の設計，説明資料の作り方，当日の進め方等）を
決定．討論型世論調査の商標登録をしている米国スタンフォード大学の理解と協力を得て
実施．
・3 段階で意向調査を実施
第一段階：事前に無作為抽出した約 3000 人に対し 3 つのシナリオに関する意向調査を実
施
第二段階：回答者の中から全国の人口分布に配慮しつつ，約 300 人を抽出．資料を事前に
送付し，学習した上で，当日は一ヵ所に招聘し第二回の意向調査を実施．
・その後，少人数に分けてグループで討論．専門家との間で全体討論した上で，最終的な
意向調査を実施．
これらのシナリオを見ると，国民の声を聞くための従来にない様々な工夫が凝らされて
いるが，すでに全国各地で実施されている意見聴取会に対するマスコミ等の報道では，新
しい意向調査の方法に関心を示しつつも，“脱原発”に対する国民の意向が十分に反映されて
いない，あるいは拙速である等の批判が主流を占めているように見受けられる．
その後の最終的な意向調査の結果，①のシナリオすなわち 30 年後に 0％程度とすべきと
する意見が多数となり，エネルギー・環境会議はその結果を政府に答申した．これを受け
て政府は平成 24 年 9 月 9 日に以下の閣議決定を行なった．
原発に依存しない社会の実現に向けた 3 つの原則：
○3 原則
・40 年運転制限を厳格に適用
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・規制委員会の安全確認を受けたもののみ，再稼動
・原発の新設・増設は行なわない
○2030 年代に原発稼動ゼロを可能とするよう，グリーンエネルギーを中心にあらゆる政
策資源を投入．その第一歩として，政府は「グリーン政策大綱」をまとめる．
以上に見たような国民の強い「脱原発志向」の背景には，まだ記憶に生々しい原発事故
への恐怖感（その中核をなすのが放射線被害に対するものである）があり，原発を推進す
ることの様々なリスクがマスコミ等において過大に語られていることがある．その一方で
再生可能エネルギーのポテンシャルに対する過剰な期待があり，脱原発に対するリスクは
ほとんど語られていない．英国機械学会の会長の R.A.Smith 教授はこのような状況に対して
“We have considered every potential risk except the risks avoiding all risks”
と述べている．英国人特有のユーモアを交えた表現の中に，脱原発とすることのリスクを
きちんと評価することの重要性を指摘している．
以上の国民のエネルギー選択に関する一連の議論の経緯は，前節で述べた「トランスサ
イエンス領域の問題」に対して国民の合意形成を得ることの難しさを如実に示している．
3.4 科学者・技術者からの発信
このたびの原発事故がもたらした一つの大きな結果は，科学者・技術者に対する社会の
評価が大きく失墜したことである．我々はどのようにして社会からの信頼を回復したらよ
いのであろうか．
これまで我々研究者は，自分の専門とする狭い領域で，独創性のある論文をインパクト・
ファクターの高いジャーナルに投稿することで他から評価され，その責務が果たされてい
ると考えられてきた．また技術者にあっても，企業の中にあって市場に流通する商品開発
の一翼を担うことにより，組織の中で評価されることで満足してきた．研究者あるいは技
術者は自分の専門とする領域においては責任を持って行動することが求められてきたが，
専門外の事象に対してはむしろ口を出すことを慎むのが美徳であるとさえ，考えられてき
たように思われる．しかし，原子力発電所のような巨大システムにおける耐震設計あるい
は耐震健全性評価においては，地震学，津波学，土木工学，建築学，機械工学，および材
料学等の多様な知識が必要とされ，個々の専門領域の知識を単に積み上げて（寄せ集めて)
いくだけでは，システムとして機能しない．個々の専門領域の隙間に介在する弱点を抽出
して，これを解消することが求められる．すなわち専門家は自分の専門の枠に閉じこもら
ず，周辺の他分野の専門家とのコミュニケーションを図ることが求められている．そのた
めには自分の専門とする分野の内容を他分野の専門家にもわかりやすく説明する必要があ
る．
さらに，原発の問題に限らず，地球温暖化の問題，BSE に代表される食品の安全問題，
脳死判定と臓器移植の問題など，科学技術の進歩の結果として出てきたいわゆる「トラン
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スサイエンス領域の問題」がたくさんある．我々科学者・技術者が関わっている問題は，
研究あるいは技術の成果が社会に発信されるとき，自然環境も含めて人々の社会生活に大
きな影響を与える．そのような科学技術を基盤とする社会に生きていることを自覚すべき
である．このような状況の下で国民が正しい選択をするためには，我々科学者・技術者が
その専門とする領域の問題を身の回りにいる家族や地域住民あるいは一般の市民にわかり
やすく説明して，正しい判断材料を提供することが求められているように思う．そのため
のサイエンス・コミュニケーションのスキルを身につけることが重要である．従来はマス
コミがこの役割を果たしてきた．しかしマスコミで働く人たちは文系出身の人が多く，必
ずしも正確な情報が一般市民に正しく伝わってきたとは言いがたい状況にある．今こそ科
学者・技術者は自分の狭い専門の領域に閉じこもらず，自分が関係する研究あるいは技術
の成果が社会に出るときのリスクとベネフィットを正しく予測して社会に発信していくこ
とが求められている．
そしてこのような努力は科学者・技術者の個人的な活動に留まらず，専門家の集まりで
ある学会などにおいても，社会に関わりのある技術的諸課題に対して，組織的かつ体系的
に発信していくことが求められよう．
3.5 科学者・技術者が持つべき素養

―リスク・コミュニケーション能力の涵養―

上記に見たようにトランスサイエンス領域の問題に対する社会的意思決定を，従来のよ
うに専門家に委ねるのではなく，一般市民あるいは国民の判断に委ねるとした場合，一般
市民あるいは国民は，科学・技術が深く関与している当該問題の本質を正しく理解する必
要がある．この問題が内蔵するリスクに対して無知のゆえに楽観的に過ぎたり，あるいは
不当に恐れすぎたりすることは，社会あるいは国の将来を誤ることになる．正しい理解を
得るためには，すでに述べたように，科学者・技術者が自分たちの関わっている研究ある
いは技術について，特にそれらの成果が社会に実装されるときに予想されるリスクとベネ
フィットについて，正しくかつわかりやすく社会に発信することが求められている．
一般的には，新しい研究あるいは技術の成果が世に発信されるときには，そのポジティ
ブな面すなわちベネフィットのみに注目が集まり，宣伝される．負の面は実際に社会に実
装されて様々な不具合が発生したときになって初めて社会的話題になり，リスクの評価が
始まる．地球温暖化の問題はその代表的な例である．しかしこのたびの原発事故の問題は，
実際に事故が発生してからリスクの評価をしたのではその被害を未然に防ぐことができな
いということを明らかにした．本来，リスクとベネフィットの評価は，科学・技術の成果
が社会に実装する前に行なわれるべきものである．
したがって，科学者・技術者は自分の専門とする分野の深い知識にとどまらず，以下の
ような素養を身につけることが求められている．
1．目先の利害にとらわれずに，人類社会のあるべき姿を見極める能力（哲学，一般教養）
2．自分が関係する科学・技術の成果が世に出るときのリスクとベネフィットを正しく分
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析する能力（リスクアナリシス）
3．リスクとベネフィットについて正しくかつわかりやすく社会に説明する能力（コミュ
ニケーション能力）
4．議論の場において限られた時間で自分の意見を他者に正しく伝え，また他者の意見を
正しく聞く能力（ディベート力）
3.6 学会からの発信，ユニークボイス
前節においては科学者・技術者が個人として備えるべき素養について述べたが，例えば
今回の原発事故を受けての将来のエネルギー政策の選択の問題等については，科学者・技
術者といえども，それぞれがこれまでに経てきた環境，それぞれが持つ価値観，生き方に
対する哲学等により意見が異なる．専門学会，日本工学会，および日本学術会議のような
専門家集団の中で，異なる意見の者が集まって議論し，「科学者の合意された声（ユニー
クボイス）」として集約していくことが必要である．これは言うは易くして行なうに難い
作業である．
1．学会等において従来このような作業を行なった経験が少なく，個々の専門家の意見を
ユニークボイスとして集約していくプロセスが体系化されていない．
2．本来ボランティア活動である学会において，このようなプロセスの一端に参加するこ
とは極めて大きな労力を要し，この活動が研究者・技術者としての評価につながらな
いために，積極的に参加しようとのインセンティブが働かない．
といった理由によるものである．
ここで複数の異なる分野の専門家が集まって議論を通じてユニークボイスにまとめてい
くプロセスについて考察する．
1）まずそれぞれの専門家が当該課題に関する資料を可能な限り収集する．
2）収集した情報の整理を行い，ファクトに基づいた信頼できる情報とそうでないデー
タ（ネット上ではこのようなデータに基づいて様々な流言飛語が飛び交っている）を
区別する．
3）信頼出来る情報によって結論の出せるものについては，ユニークボイスとして可及的
速やかに発信する．
4) すでに述べたように科学的にはまだ不確かさが残っており，十分な実証が行なわれて
いない，トランスサイエンス領域の問題に対しては，科学者・技術者の立場から予測
される不確かさの程度とそれによってもたらされるリスクについて分析し，わかりや
すく説明する．この領域の問題では専門家によっても意見が分かれるところがあると
考えられるが，その場合には考えられる複数の意見を示し，それぞれの意見のベネフ
ィットとリスクを示して選択肢を提示する．
以下に専門学会として日本機械学会を，またより広い科学者・技術者の集団として日本
工学会および日本学術会議を念頭において，「ユニークボイスを形成し，発信する方法」
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について考察を行い，提言する．
日本機械学会におけるユニークボイスの形成と発信にむけて：
これまでに考察してきたことを整理すれば，
（1）専門家として会員が備えるべき能力として，
・科学・技術の先端分野を極める解析能力
・幅広い知識を統合して設計する能力
・科学・技術の成果（リスクとベネフィット）を社会に説明する能力
がある．これらのすべてを一人の専門家が備えることは無理があるかも知れない．
上記三者のうちどれかひとつに突出した能力を持つにしても，少なくともこれら三
者に関して必要最小限の素養を備える必要がある．これまで科学者には主として解
析能力をまた技術者には主として設計能力が要求されてきたが，第三の社会に対し
て説明する能力も重要なミッションのひとつであることを認識して，そのようなこ
とをミッションとする専門家を育てる必要がある．そのためには，そのような活動
を学術の重要な活動の一端として評価する仕組みを作る必要がある．例えば，従来
は優れた研究および技術に対してそれぞれ日本機械学会賞（論文あるいは技術）が
与えられてきたが，これに加えて，社会貢献賞のようなものを創設することも一案
である．（社会貢献に対する表彰は部門，支部，およびセンター等の単位で行なわ
れているが，その中で顕著な貢献に対しては新たに学会賞として表彰するなどの案）．
そしてこのような活動がそれぞれの専門家が働く職場においても評価されることが
重要である．
（2）各部門および支部において，それぞれの部門および支部に強く関係する社会的課題を
取り上げて議論する場を構築する．これを部門/支部運営委員会のミッションのひと
つとして位置づけ，必要に応じて当該課題に関する検討会を立ち上げて検討する．
この検討会のアウトプットは当該課題に対するユニークボイス（提言）である．し
たがって検討会は課題にもよるが，短期集中型のものが望ましい．また必要に応じ
て部門/支部講演会等において，当該課題に関する市民フォーラムを企画して市民と
の対話を深める．
（3）多くの部門および支部に共通する課題については，理事会がこれを取り上げ，広報理
事主導の下に学会としての検討会を立ち上げる．ここでの検討の結果は学会の「提
言」として会員のみならず広く社会に公知する．
日本工学会および日本学術会議からのユニークボイスの形成と発信にむけて：
現在の科学・技術の広範な広がりを考えるとき，個々の大学，あるいは学会等がそれぞ
れ独自にユニークボイスを発信しているだけでは，国全体としてのユニークボイスにはな
りえない．これらを束ねた大学連合，あるいは学会連合のような組織が，科学者・技術者
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の総体としてのユニークボイスを発信する仕組みを作ることが重要である．例えば日本工
学会，日本学術会議等がそのような活動の拠点としての役割を果たすべきである．
これらの組織においては，その社会的使命に鑑みてユニークボイスを発信しなければな
らないとの認識があり，現にそのような活動も行なわれているが，このような活動をサポ
ートするための事務組織が決定的に弱体であり，十分な活動が行なわれているとは言いが
たい．サポート体制を強化するための経済的支援が望まれる．
上記経済的支援の方法として（1）科学者・技術者が例えば年に一人当たり 1000 円程度
の負担をする．（2）国（場合によっては自治体）が必要な出資をする．等の案が考えられ
る．前者は行政からの独立性ということを考えた場合には理想的であるが，個々の科学者・
技術者がこのために経済的な負担を負うことに理解が得られるか，また，どのようにして
集金するのか等に大きな課題があり，現状では不可能に近い．（ヨーロッパの諸国では各
国の技術者協会がこのような役割を果たしているものと思われる．これはこのような社会
への発信活動を行なうことが，結果として科学者・技術者の社会的ステータスを高めると
の共通理解があるためと考えられる．）当面は（2）案が現実的であるが，国の出資を受け
ている団体が，国の政策と独立したユニークボイスを出しうるのか，という批判を免れな
い．
科学者・技術者がその専門とする領域の問題に関して社会とのかかわりに関心を持って
積極的に社会に発信していくとともに，このようにして専門家が発信した様々な意見を集
約，統合して専門家集団としてのユニークボイスを形成し，タイムリーに発信していくこ
とが喫緊の課題となっている．日本工学会および日本学術会議等が従来に増してそのよう
な役割をはたしていくことが期待される．
（白鳥正樹）参
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第4章

社会が“社会技術”を受容する際に市民が持つべき教養
～工学リベラルアーツ教育のすすめ～

4.1 日本の社会と市民が直面する課題
科学技術革新の成果を社会的・経済的価値に具現化し，持続可能な発展を維持し続けな
ければならない科学技術創造立国日本にとって，市民の一人一人が科学技術革新によって
も生み出される“社会技術”の光と影に対して自ら考え判断し，自らの意志で発言・行動でき
る教養を持つことが求められている．科学技術革新の成果が“社会技術”として深く生活・社
会・経済にまで浸透した現代において，真に自由市民として生きるには伝統的なリベラル
アーツ（一般教養）教育だけでは最早十分ではなくなっており，科学技術革新の内容と，
その社会との連関に関する理解力などの新たな素養を持つことが不可欠になっている．日
本学術会議は「日本の展望～理学・工学からの提言，2010 年 4 月 5 日」にて，この素養を“科
学技術リベラルアーツ”と定義し，伝統的なリベラルアーツと併せた“新リベラルアーツ教育”
の構築を提唱した．“科学技術リベラルアーツ”は 21 世紀のすべての市民が具備すべき教養
だけでなく，科学技術振興と，それを基にしたイノベーション振興，ひいては日本の持続
可能な発展の実現を担うイノベーション・リーダー人材の育成の基盤としても，その充実
が極めて重要で喫緊の課題である．
東日本大震災と巨大津波に起因した福島第一原子力原発の重大事故に端を発した脱原発
を含むエネルギーの選択肢に関する論争も，我が国の将来に禍根を残さぬ判断を社会と市
民が出来るか否かの面で，市民の科学技術リベラルアーツの素養が問われていると言えよ
う．例えば，原子力発電の是非に関する市民の論点は大きく次のように分かれる．原子力
廃絶論の見解は，「原子力発電が事故を起こした場合，社会にもたらす被害の大きさは規
定出来ぬ．このような規定の出来ぬリスクのある社会技術は容認すべきでない」．一方，
原子力発電を容認する立場の見解は，「原子力発電の事故のリスクは可能な限り最小にす
るべきだが，ゼロではない．この残余のリスクの受容の是非は，原子力発電無しで行くシ
ナリオをとった場合に日本が遭遇するであろう社会・経済・政治的リスクと比較して，判
断すべき」と総括される．
我々市民はこの相反する科学技術的意見を前に，将来の世代にも責任を持った判断をす
ることが迫られている．ここで市民が必要な素養は，「科学的知見に基づいた技術的判断」
と言える．まさにこの「技術的判断能力」は，工学の「工」の字の原点である「社会的・
経済的に価値のあるものを創造する人間の営み」に通じる判断能力である．従って，この
「市民が具備すべき素養」は「科学技術リベラルアーツ」よりも，「工学リベラルアーツ
（Liberal Arts of Engineering）と名称する方が理解されやすいと考えられる．この考え方に
基づき，21 世紀における科学技術革新の成果を社会が受容するべきか否かの合理的な判断
能力のために市民が持つべき素養を「工学リベラルアーツ」と呼称し，初等・中等教育か
ら高等教育，さらには生涯学習において学ぶべき共通の素養とすることを提言する．
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一方 21 世紀の今の日本が遭遇している現実は，国創りの 4 大要素と言える経済・財政・
社会保障・教育のすべての面において負のスパイラル構造に陥っている．この憂慮すべき
事態は，グローバル化や新興経済諸国の発展が後戻りのあり得ない時代の趨勢である以上，
中長期的には，その趨勢が突きつける課題に対応しうる国と市民の科学技術的力量と基盤
を高め，豊かなものとしていくことによってこそ，克服可能になるものであろう．そして，
そのためには，市民と次代の科学技術とイノベーションを担う将来世代の育成に向けた教
育を充実していくことが極めて重要である．本章では，その教育が抱えている社会経済的
課題について掘り下げ，その改善・充実の要である「科学技術リベラルアーツ」の概念と，
その現実社会との橋渡し教育の構築の視点に立った「工学リベラルアーツ教育」の振興を
提言する．
4.2 日本の教育の問題状況と改善課題
次代の科学技術を担う将来世代の育成とその教育が抱えている基本的な課題に関して，
これまで様々な提言がなされてきたが，次の３つの視座が重要な柱と言える．
第 1 の柱は，科学者・技術者と一般市民それぞれの素養・力量の向上に関わるものであ
る．科学者･技術者に対しては，社会を支える科学技術の役割とリスク等の問題点を明示し，
その解決策や新しい方向を見出し社会に提示していく使命感と力量を育み高めることの重
要性が指摘される．一般市民に対しては，科学技術革新の光と影と言うべき，利点（ベネ
フィット）の理解とともに，負の面（リスク）に対しても理解し，自らの意志で判断をし，
行動することのできる素養を身につけることの重要性が指摘されている．
第 2 の柱は，次世代を担う若者の科学技術リテラシーの涵養と創造力豊かな人材の育
成に関するもので，初等教育から高等教育までのすべての児童・生徒・学生を対象とする
文理統合的な教養教育の創出とその充実が重要だと指摘される．
第 3 の柱は，科学技術に関わる教育の充実の方向について提言したもので，日本の活
路を切り拓くには，持続可能なイノベーション創出能力の強化と，それを支える人材の育
成が不可欠であり，そのためには「科学技術リベラルアーツ教育の強化」と「科学・技術
駆動型イノベーション人材育成強化」の両方が重要だと指摘している．
日本学術会議の科学技術を担う将来世代の育成方策検討委員会は，「提言：科学・技術
を担う将来世代の育成方策～教育と科学・技術イノベーションの一体的振興のすすめ～，
2013 年 2 月 25 日」を公表している．この提言は，本章の命題，「社会が“社会技術”を受容
する際に市民が持つべき教養～工学リベラルアーツ教育のすすめ～」に関連したきわめて
重要な提言であり，その主要論点を以下にまとめる．
4.3 新しいリベラルアーツ教育の必要性とその方策の提言
日本の教育の問題の指摘と，その改善に向けた数々の重要な提言が従来からもなされて
きたにも関わらず，その実現が十分ではない状況を克服し，従来の教育の様々な制約を改
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革し，新たな教育を切り拓くことを期して，日本学術会議は科学と技術の違い，及び各学
校段階における教育の条件・課題の違いを考慮しつつ，リベラルアーツ教育の 1 つの新し
い在り方として，「21 世紀型科学・技術リベラルアーツ教育」の必要性とその理念に基づ
く教育の改善・充実の方策について提言している．
4.3.1 基本的な前提
本提言の前提の第 1 は，科学と技術の違い及び区別である．日本学術会議は，科学と技
術，及び学術を区別することを提言してきた．科学は基本的には「真理の探究」（諸現象
の実態・特徴や生成基盤・メカニズムの解明を含む）を目的とするのに対し，技術は現実
社会の諸問題への対応能力や機能性・利便性・効率性などの追求・向上を目的とする．こ
うした科学と技術の目的の違いは，科学者養成と技術者養成や，科学教育と技術教育の在
り方について考える場合に考慮すべき重要な点である．以下本章においては，社会におい
ては既に融合・不可分になっている「科学技術」を構成する「科学」と「技術」とを意識
的に分けて考えるために，「科学・技術」の表記をとる．
第 2 の前提は，育成すべき人材に対応した教育である．科学・技術の成果物は生活上の
利便性を高めるが，もう一方で環境破壊等のリスクを高め，悪影響を及ぼす場合がある．
それゆえ，科学・技術研究や技術開発に携わる人びとには，このような科学・技術の持つ
二面性を踏まえ，「社会の中の科学・技術」という観点の重要性と，「科学者・技術者の
社会的責任」を認識しつつ，科学・技術の成果物が社会にどのような影響を及ぼすか，そ
の成果物をどのように提供するか，科学・技術の成果が引き起こす弊害をどのように制御・
除去しうるか等について考える力量を高めることが求められる．また，児童・生徒・学生
や一般市民には，科学・技術に関する素養を育み，理解を深め，その成果物をどのように
享受するかについて自ら合理的に判断し，行動できる素養が求められる．
それゆえ，科学・技術を支える将来世代の育成に関わる教育には，現代社会における科
学・技術の重要性とその発展を踏まえて展望しつつ，「科学・技術イノベーションを担う
ことのできる人材」（以下，「科学・技術イノベーション人材」という．）と，市民・職
業人・生活者共通の課題として，「科学・技術を合理的に認識・評価し，それを社会技術
として活用する際に，合理的に判断・行動し，適切な決定を行うことのできる人材（以下，
「科学・技術活用人材」という．）の育成という 2 つの側面を考慮して充実を図っていく
ことが重要である．前者は社会経済を支える産業振興という社会経済的課題を重視したも
のであるのに対して，後者は人と社会の安全・安心が確保される持続可能な社会の構築と
いう課題を重視したものである．
第 3 の前提は，各教育段階に対応して科学・技術教育の条件や課題には無視できない
違いがあるということを考慮することである．例えば「科学・技術イノベーション人材」
の育成については，共通基礎教育が基本となる小・中学校の教育では，興味関心や将来の
夢の形成という点での情報提供や奨励・触発の機会を豊かにすることは可能かつ有意味で
はあっても，カリキュラムや各教科の目的・学習課題として具体的に盛り込むことは難し
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く，また一般的には適切でもない．それに対して，高校や大学では，その育成は教育の主
要な目的の一つでありうるし，実際そうなってもいる．他方，「科学・技術活用人材」の
育成については，小・中学校段階においても，たとえ素朴で直観的なレベルでの扱いであ
っても，科学・技術の成果が日常生活の中にどのように活かされているか，どのような功
罪両面の影響を及ぼしているかについて考える学習も十分に可能であり，また，必要でも
ある．
以上の三つの前提に立って，日本学術会議は「21 世紀型科学・技術リベラルアーツ教育」
の必要性を提唱しているが，本報告では，科学技術と社会との文化的・文明的橋渡しを，
ハード，ソフトあるいはサービスと言う具体的な価値創造の面で社会的使命を持つ工学の
原点に立って，「工学リベラルアーツ教育」の呼称で以下，堀り下げる．
4.3.2

21 世紀型科学・技術リベラルアーツと工学リベラルアーツ教育のすすめ

リベラルアーツ教育（LAE: Liberal Arts Education）は，ヨーロッパ中世の自由七科（三学：
文法・修辞学・論理学，四科：算数・幾何・天文・音楽）にまで遡ることができると言わ
れるように，伝統的に，文理総合的ないし文理統合的な教育を目的として理念化され，実
施されてきた．その経緯と伝統を踏まえるなら，殊更に「新しいリベラルアーツ教育」と
唱える必要はないとの意見もあるが，現代社会における科学・技術の著しい発展とその成
果の広範な普及・浸透を踏まえたリベラルアーツ教育の再構築と充実を図ることが重要に
なっているとの認識に立って，リベラルアーツ教育の新しい在り方の一つとして「21 世紀
型科学・技術リベラルアーツ」（以下，科学・技術リベラルアーツと呼称）と，その社会
との関わりについてより具体的に理解しやすい観点から，「工学リベラルアーツ教育の強
化・振興」の必要性を提言する．
それは主に次の 3 つの理由・趣旨による．第 1 は，科学・技術の著しい発展とその成果
が社会生活の在り方に様々の重要な変化をもたらし，そして地球温暖化を始めとする種々
の課題を突き付けているからである．科学・技術の成果を適切に活用するためにも，また，
その成果物の普及が提起する種々の問題や課題に適切に対応していくためにも，科学・技
術の内容とその社会との関わりに対する理解力の向上が必要不可欠になっている．
第 2 の理由は，科学・技術に関わる教育の改善・充実は，ともすれば「科学技術イノベ
ーション人材」の育成を強調しがちであるが，それだけでは不十分で，市民全員がなるべ
き「科学技術活用人材」の育成も等しく重要であり，その両方を適切に考慮した「新しい
リベラルアーツ教育」の充実が重要になっているからである．
第 3 の理由は，科学・技術の重要性と複雑性が高まっている現代社会では，「科学技術
イノベーション人材」の育成においても人文・社会科学系リベラルアーツ教育の重要性が
高まっており，人文・社会科学系の教育にも「科学技術活用（エンジニアリング）人材」
の育成という視点の組み込みが重要になっているからである．
4.3.3 新リベラルアーツ教育の基本理念
リベラルアーツ教育：LAE を重視してきたアメリカにおいても，それを戦後の新制大学
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に取り入れた日本においても，LAE の基本的な目的は，民主主義社会を担う自由な市民―
自由な精神，良識・責任感，社会参加の意志と素養を備えた「善き市民（good citizen）」―
の育成にあった．その意味で，1990 年代以降，市民としての良識・素養や社会参加の意欲
と力量の形成を含む「市民性の涵養」を目的として重視され広まってきた市民性教育の理
念と通じる面がある．
これまで，LAE は大学教育（学士課程教育）において重視され実施されてきたのに対し，
市民性教育は初等・中等教育において必要とされ導入されてきた．しかし，LAE と市民性
教育を別のものとして区別し，一方は高等教育で，もう一方は初等・中等教育で実施する
ということの不合理性が 21 世紀の今，顕在化している．むしろ，両者を理念的に統合し，
「新しいリベラルアーツ教育」として初等教育から高等教育まで一貫して重視し，それぞ
れの段階にふさわしい内容と方法で実施していくことが，科学技術創造立国日本として重
要である．
すなわち，現代社会の様々な問題や課題に市民として対応（一種の「工学」：エンジニ
アリング）していくことのできる素養と感受性を育むことを目的とする教育である．すな
わち「科学・技術リベラルアーツ＝工学リベラルアーツ教育」は，このような「新リベラ
ルアーツ教育」の一環として実施されるものであるが，それを特に強調するのは，現代社
会における科学技術革新の重要性とその影響の重大性を踏まえ，社会と市民はその発展と
普及・影響に対して適切に対応していく素養を持つことが極めて重要と考えるからである．
換言すれば，21 世紀の社会と全市民が具備すべきリベラルアーツの素養として，「科学技
術リベラルアーツ＝工学リベラルアーツ」が位置付けられ，その工学（エンジニアリング）
的素養は，科学技術駆動型のイノベーション創出によってのみ持続可能な発展を維持する
ことが可能になる日本にとって極めて重要な国民的素養であると言える．
以上を踏まえて，「21 世紀型科学技術リベラルアーツ教育の振興」の在り方について，
「工学リベラルアーツ教育のすすめ」の視点に立って以下を提言する．
4.3.4 各教育段階における科学技術リベラルアーツと工学リベラルアーツ教育のすすめ
これからの教育の効果として重視すべき「市民全員が具備すべき科学技術リベラルアー
ツの素養」は，社会経済を支える「科学技術駆動型イノベーション創出人材」の育成とい
う点でも，「科学技術イノベーション活用人材」の育成という点でもきわめて重要である．
すなわち，各学校段階（児童・生徒・学生の発達段階）にふさわしい内容と方法で，科学
技術に関する基本的な素養と系統的な知識を育むとともに，科学技術と経済・社会や地球
環境等と連関を含む多様な関係について，興味・関心を持ち，理解を深め，そして，自ら
考え判断し活用する力と種々の問題や課題に適切に対応していく力を育むものである．
そのために，小学校段階では，1) 科学と技術や自然に対する好奇心と興味関心を育み，
2) 科学と技術が日常生活の中でどのように活かされているか，もしくは科学技術がどのよ
うなリスクを持ち，弊害をもたらすかということについて，考え調べてみようとする意欲
と習慣の形成・定着を図り，加えて，3) 科学技術研究や技術開発に携わってみたいという
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夢や希望を育むことが重要である．
中学校段階では，上記 1)～3)の深化・具体化に加えて，4) 教科「理科」と他教科（「数
学」，「社会」，「技術・家庭」，「保健・体育」や「総合的学習の時間」）との連携を
図りつつ，科学と技術の違いや科学技術と生活・社会・世界の自然環境との関係について，
応用・活用や弊害も含めて考え理解を深めること，5) 科学的・技術的な思考・探究への誘
いを豊かなものとしつつ，教科「理科」の学習内容の習得度を高めていくこと，及び上記
3) については，将来の職業についての夢を実現するための学習と進路選択について考える
機会を豊かにすることが重要である．
高校段階では，上記 1)～5)のさらなる深化と適切な具体化を図ることに加えて，6) 教科
「理科」を構成する物理・化学・生物・地学の各科目の学習を魅力的なものにして興味関
心を喚起し，その系統的な知識の習得によって科学的な思考力・探究力の形成と好奇心・
探究心の高揚を図っていくこと，7) 教科「理科」と他教科（「数学」や「情報」，「保健
体育」，「家庭」，「工芸」）との関係も視野に入れつつ，現行の学習指導要領で新設さ
れた科目「科学と人間生活」の学習に工学（エンジニアリング）的な視野を広げていくこ
と，8）大学における科学技術分野の教育や将来の職業生活との連接関係について考え理解
する機会（社会技術的視点）を豊かにすることが重要である．
大学等の高等教育においては，専攻分野の違いに関わらず，基本的には伝統的なリベラ
ルアーツと科学技術リベラルアーツ＝工学リベラルアーツとを一体的に捉えた「新リベラ
ルアーツ教育」理念の下に，カリキュラムや教育内容の充実を図り，広義の工学（エンジ
ニアリング）的学習経験を豊かなものにしていくことが重要である．特に学士課程教育で
は，カリキュラムや開講科目の設定と内容や教育方法において，理工学系の学生の場合も
人文・社会科学系の学生の場合も，それぞれに，人文・社会科学系の基本的な素養ないし
理工学系の基本的な素養の重要性を自覚し，工学（エンジニアリング）リベラルアーツの
学修に積極的に取り組むことができるように，科学技術と経済と産業・文化・社会や自然
環境の様々な問題や課題との関係を視野に入れた種々の工夫をしていくことが重要である．
それに加えて，「新リベラルアーツ教育」を「工学（エンジニアリング）リベラルアーツ」
の観点から，専門教育の学修が次の 3 つの要件を備えたものとなることが重要である．1) 専
攻している専門分野の内容を専門外の人にも解るように説明できること，2) その専門分野
の社会的・公共的意義について考え理解すること，3) その専門分野の限界をわきまえ相対
化できること．この 3 つの要件は，他分野の学問との関係が深い問題や課題に関わってい
く場合にも，また，他分野の学問を学んだ人と対話し協働していくうえでも重要である．
まさに，社会における広義の工学：エンジニアリング能力の涵養と言うことが出来る．
以上の各教育段階における幅広い教育改革に加えて，次の 3 点の共通事項で教育の改善・
充実を図っていくことが，科学技術リベラルアーツ＝工学リベラルアーツ教育の実効性を
高めるために重要である．
第 1 に，すべての教育段階において，知的好奇心や興味関心を育み，学習成果の妥当
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性・有効性と現実社会との関係における学習の適合性・有意味性（relevance）を高めてい
くためにも，観察学習・体験学習，調べ学習・探究学習やプロジェクト学習などを活用
し豊かにしていくことが重要である．
第 2 に，初等・中等教育段階では，科学教育・技術教育を担当する教員の教育力の向
上と他の諸教科を担当する教員の科学技術とエンジニアリング的素養の向上も不可欠で
あることを踏まえ，そのための優れた人材の育成と大学院修了者の採用を促進すること
も重要である．
第 3 に，以上提言した各教育段階及び各段階を橋渡しに関する教育改革は，すでに教
育現場で与えられたカリキュラム等の時間割の枠組みの中で，教育効果の橋渡し方法を
工夫することで行われることが肝要であり，決して教育現場における時間的負担の過大
な増加をもたらさない工夫が重要である．
4.4 むすび
本章では，科学技術革新の成果が深く生活と社会経済，及び社会と国の安全にかかわ
る 21 世紀に生きる市民が具備すべき素養と教養について論じ，「21 世紀科学技術リベル
アーツ＝工学（エンジニアリング）リベラルアーツ教育のすすめ」を提言した．
これは，東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会
的使命の実践にとって国策的な重要課題である．現在政府において検討が開始されてい
る教育再生活動の視野に本提言を組み入れ，国民的議論を喚起することが市民の「科学
技術リベラルアーツ＝工学リベラルアーツの素養」の醸成にとっても極めて重要である．
その際，「教育は科学技術やイノベーションのためにだけあるのではない」との教育
界の正論もテーブルに載せ，「何を教育界にだけ任せ」，何を「教育と科学技術とイノ
ベーションの視点で三位一体的に振興すべきか」を可視化して関係者が共有し，教育政
策，科学技術政策及びイノベーション振興政策に具体化すべきである．
“経済・財政・社会保障及び教育の国創りの 4 大要素において，沈みゆく日本に残され
た時間は少ない”との国民的危機感の共有の下で，本章で提言した「科学技術リベルアー
ツ＝工学（エンジニアリング）リベラルアーツ教育振興」の実行を提言する．
（柘植綾夫）
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第5章

学会および大学・研究独法等の教育・研究組織の社会的役割

5.1 課題認識
21 世紀の現代において工学は「目標（ターゲット）の拡散」，「守備範囲（スコープ）
の拡散」および「学問分野（ディシプリン）の拡散」というべき 3 つの拡散現象の潮流に
直面している．その結果，学術としての工学の高度化と細分化が進展した．たとえば日本
工学会は創立 1879 年当時，機械工学も含めて 7 つの工学分野で構成されたのに対して，現
在は 100 の工学分野の学会から構成されるに至っている．
一方，科学技術革新の成果と工学に立脚した研究者・技術者及び事業経営者が創りだし
ている“社会経済システム”は，ますます巨大化かつ複雑化している．その成果の価値を社会
が認め受容する，“技術の社会技術化”を達成するためには，複数の学問分野（ディシプリン）
の総合と統合が必要となり，各工学の専門技術者・研究者の個人と個人，個人と組織，さ
らには組織と組織の間の工学的かつ社会科学的な協働が不可欠である．
東日本大震災と巨大津波がもたらした東京電力福島第一原子力発電所の重大事故は，こ
の“工学的かつ社会科学的な協働の欠陥”に起因する典型的な失敗事例として，“社会のため
の工学，社会における工学”は真摯に受け止め，その教訓を教育から研究開発，さらには社
会価値創造（イノベーション）のプロセスまでも視野に入れて，科学技術創造立国の強化
に活かさねばならない．
同時に，同じ規模の地震と津波に襲われながらも，初期の設計通りの原子炉の停止と炉
心の冷却機能維持，ひいては環境への放射能放出ゼロを達成し，立派に社会的使命を果た
した女川原子力発電所等の成功事例にも学ばねばならない．
換言すれば，福島第一原子力発電所事故の真の原因は，「科学技術そのものの限界や信
頼性の問題」ではなく，「科学技術革新の成果を社会へ適用（社会技術化）する使命を持
つ技術者・経営者の個人・組織が行う行為（判断，情報共有，相互批判，組織決定責任の
質等々）の信頼性の問題」であると言えよう．
この課題認識に立って，“設計科学”のみならず“技術の社会技術化”までも責任を担う工学
系，特に機械工学系の学会および大学・研究独法（工学コミュニティ）は，その社会的役
割を再確認することが求められている．
同時に，工学コミュニティは，拡散する工学が生み出す技術革新が生み出す様々な社会
経済的価値（イノベーション）が内包する“便益（ベネフィット）と危険（リスク）”に対し
て，社会と市民に対して説明をする使命も持つことも改めて再確認せねばならない．
以上の工学コミュニティに付託されている学術的，社会的使命の認識のもと，本章では
学会および大学・研究独法等の教育・研究組織の社会的役割に関して次の視点を取り上げ
て，各参加者の社会的使命の実践に向けて提言する．
1．工学研究・教育における「技術の社会技術化科学」の重要性の認識と実践
2．科学技術コミュニティからの社会と市民に向けた発信の形成について
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3．巨大複雑化する社会的課題解決に向けた人材育成の強化について
5.2 工学研究・教育における「技術の社会技術化科学」の重要性の認識と実践
日本学術会議はその憲章において，「科学」を「人類が共有する学術的な知識と技術の
体系」と定義している．その技術の体系としての「工学」も「科学」に含まれ，“社会のた
めの科学”，“社会における科学”として，工学はその社会的使命を持つ．
また，日本学術会議は「科学」を“あるものを探求する”「認識科学」と，“あるべきもの
を探求する”「設計科学」とに分けて，それぞれの学術振興の重要性を謳っている(1)．
「認識科学」は，知の総量が増加するに伴い，必然的に細分化の道を辿る．一方，「設計
科学」は社会と人間の各種の営みに資するための社会的・経済的価値の創造，さらには世
界と地球の持続可能な発展という命題に対して，ますます重要な科学となっていると言え
よう．
従来，工学は「認識科学に立脚した設計科学」として考えられ，教育・研究と社会貢献
が実践されてきたと言えよう．しかしながら，東日本大震災と福島第一原子力発電所の重
大事故に端を発した国家の根幹にかかわる社会的課題に直面して，工学をもって学術と教
育及び社会貢献の使命を持つ工学コミュニティは，「工学は認識科学に立脚した設計科学
だけで，社会的使命を果たすことが出来るか?」との，新たな命題に遭遇していると言えよ
う．
明治維新，敗戦後の戦後復興，さらには高度成長期において，工学とそれを身に付けた
研究者・技術者は「世界における日本のあるべき姿」の実現を探求し，立派にその社会的
使命を果たしたと言えよう．そのイノベーション実現の過程において，大気汚染，水質汚
染等の公害問題を引き起こした社会経済システムも，最終的には経済と環境の両立を図り，
21 世紀の現在において世界トップのエネルギーと環境と経済の両立を図る技術体系を築き
上げ，今そのイノベーションの成果を活用して世界に貢献しようとしている．
しかしながら，福島第一原子力発電所の重大事故と環境への放射能の多量放出を引き起
こした今，工学を「認識科学に立脚した設計科学」として限定しては，最早その社会的使
命を果たせない事態に直面していると言えよう．
すなわち，「工学者・技術者が主体的な立場の“設計科学”」に対して，“設計科学が創り
だす技術革新と社会経済的価値の創造を社会が受容するかの視点に立った科学”の探求が必
要とされる．これを，「技術の社会技術化科学」と定義する．認識科学，設計科学及び技
術の社会技術化科学を概念的に図 5.1 に示す．
この「技術の社会技術化科学」は，“社会と市民を主体とし，その考え方と論理にまで踏
み込んだ工学の新たなフロンティア”と言えるのではないだろうか．
“設計科学と技術の社会化科学の重要視点”として，次の視点を挙げることが出来よう．
1．研究者・技術者の視座からの“設計科学”と，社会の受容の視座からの“技術の社会技術
化科学”の両輪が 21 世紀の工学の社会的使命の原点．
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2．設計科学の深化の視座として，“確率論的に考えて社会から受け入れられる失敗”と，“発
生確率は低いが，社会的価値観からは犯してはならない失敗”とを峻別すること．
3．この峻別した思想に立脚した社会システム創成に向けた設計科学と設計基準・運用基
準を創成して，多重性を持たした重大事故発生防止に向けた設計科学の深化を行い，
併せてその“残余のリスク”を見える化し，社会に説明する責任．
4．同時に，この“残余のリスクを回避した場合の，他の選択肢が持つリスク”の可視化と
社会への説明責任（例えば，脱原子力発電のシナリオが持つ，社会的・経済的・国家
安全保障的な内在的リスク評価の可視化等）．
5．更に，新技術が社会技術として運用された後に新知見が出てきたら，その新知見のバ
ックフィットに対する社会的責任を工学教育・研究にて実践すること．
そして，それを犯した場合に対する社会的制裁の文化つくりに向けて，技術者倫理の
パラダイムの拡大と社会へのコミットメント．
図 5.1 認識科学，設計科学と技術の社会技術化科学の連関関係概念図

69

5.3 科学技術・工学コミュニティからの社会と市民に向けた発信の形成について
前節にて論じた「技術の社会技術化科学」の実践において，科学技術・工学コミュニテ
ィが社会と市民に発する意見を如何に自律した内容とするかも，学会および大学・研究独
法等の教育・研究組織の重要な社会的役割と言える．
一方では，益々巨大化・複雑化する社会経済システムを創成する 21 世紀型イノベーショ
ンは，複数の革新的技術に対応する専門能力と，それらを社会経済的価値化するための統
合能力の両方の専門能力が必要であり，その実現を担う専門家集団の有機的・自律的相互
連携が極めて重要である．仮に，この有機的・自律的連携に欠陥が存在した場合，生み出
される巨大かつ複雑な社会経済システムは，重大事故等の事象に対して脆弱な耐力を露呈
し，ひいては社会に甚大な損害を与えるリスクが存在する．福島第一原子力発電所の重大
事故は典型的な教訓として，科学技術・工学コミュニティは受け止め，技術の社会技術化
に活かすとともに，社会と市民への発信の形成にも活かすことが求められる．
この潜在リスクに関して社会と市民は，科学技術・工学コミュニティからの理解しやす
い合理的な説明を聞き，納得して初めてその革新性と便益を受容し，「技術の社会技術化」
が図られる．「社会のための工学」，「社会における工学」の実践において，この工学の
社会的使命の発揮は極めて重要であり，かつ市民から見て“統合された意見”であることが求
められていることを，科学技術・工学コミュニティは改めて自覚せねばならない．
この困難な社会的使命に対して科学技術・工学コミュニティが応えるためには，自らの
専門分野に加えて，次の点に対する科学技術・工学コミュニティの社会的使命があり，そ
の実践に向けた自己研鑽の充実と，その継続が求められている．
1．自らが創成に参加する社会経済システムの，社会安全に関する総合的理解と潜在リスク
及び不確実性に対する洞察力の研鑚
2．その総合的理解力と潜在リスク及び不確実性に対する洞察力の基盤となる，自分の専門
以外の専門家との対話能力の研鑚
3．1.項と 2.項の能力を基盤とし，専門家との協働による「実現を目指す社会経済システム」
の持つ潜在リスク及び不確実性の評価への参画と貢献
4．3.項の協働の際，専門家の間で“潜在リスクと不確実性の評価に見解の相違”が生じた場
合，その相違の原因の科学技術的究明に参加して，“リスク評価の見える化”，および“不
確実性の見える化”に貢献する．
5．以上のプロセスに対する忍耐強い取り組みと貢献を心掛け，社会に対する科学技術・工
学コミュニティの自律的な意見を形成し，“不確実性”も含めて社会に判りやすい形態で
発信する．
6．これらの活動の基盤となる考え方と工学的アプローチ法を，学部・大学院の各教育・研
究プログラムに組み入れて，社会が求める学部・大学院教育の実質化に資する．産学
連携による社会的課題の解決に向けた共同研究は，教育面においても有効な教材でも
あり，教育者はこの視点に立った組織的教育活動の充実を図ること．
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尚，以上のトランスサイエンス的性格の活動は科学技術・工学者個人の活動だけでは困
難であるので，関連する学会および大学・研究独法等の教育・研究組織をまたがる活動と
してのイニシアチブで実践することが必要である．
また，政府の教育行政，科学技術行政，産業振興行政，さらには産業界も，以上の科学
技術・工学コミュニティの関連活動にも理解を持ち，研究・教育機会と資金の確保，及び
人材の確保に向けた貢献を強化することが求められる．
5.4 巨大複雑化する社会的課題解決に向けた人材育成の強化に向けて
以上，本章で対象とする社会的課題の解決には，個別の工学ディシプリンの教育・研究
の振興と同時に，社会的課題の解決に向けた複数の工学ディシプリンの総合・統合活動の
振興，およびその実現に重要な役割を果たす統合型技術者・研究者および教育者の育成に
も注力する必要がある．
特に産業革命以来，社会の為の工学の指導的役割を果たしてきた機械工学は，この工学
の社会的使命の原点ともいうべき“社会的課題解決”の役割を再認識して，教育・研究・社会
貢献の場において実践することが求められる．本節においてはこの視座に立ち，“社会的課
題解決に向けた人材の育成”方策を考える．
ますます巨大化，複雑化する社会的課題を解決するためには，多様な人材が必要である
が，大別すると次の 4 つのタイプの人材の育成が必要と考える．
・科学技術の先端的差異化（Differentiator）技術創造を担う人材：Type-D
トップランナー型イノベーションの創造のために必須の人材であり,ノーベル賞級の受賞
にまでつながる科学のパイオニアとも言える人材である．
・従来不可能なことを可能にする可能化（Enabler）技術創造を担う人材：Type-E
世界最高速コンピューターや先端分析機器などを開発する人材である．
・幅広い基盤技術・技能（Base）を有し，価値創造の現場を担う人材：Type-B
高付加価値創造型ものづくり人材とも言うべき人材であり，日本のものづくり力を支え
る人材として，初中等教育段階からもその大切さを児童，生徒に体験させることが必要．
・多数の異分野の科学技術的創造成果を統合（Integration）して，新たな社会的・経済的価
値の創造をリードする人材：Type-∑
これらの人材像と科学技術革新に駆動される 21 世紀のイノベーションの構造との関係を
概念的に図 5.2 に示す．
ますます細分化，先端化する学術としての科学技術の進展に向けて，現在の科学技術振
興政策の主軸は，Type-D 及び Type-E 型人材の育成に重点を置いていると言えよう．一方，
Type-B 型及び Type-∑型人材の育成の面では，我が国の初等中等教育及び高等教育におい
て弱体化・希薄化していると言わざるを得ない．
その要因は，初等中等教育段階からの“理科・数学等の学習と生活・社会システムとの
連関”，さらにはその基盤である“理科・数学の学習と技術・技術者との結びつき”に関する
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皮膚感覚的な教育が希薄であることに起因していると言える．
この視座に立って，初等中等教育段階から高等教育段階にわたって児童・生徒・学生の
資質を伸ばす視点からの“教育と科学技術と社会的価値創造（イノベーション）の一体的振
興“を，教育現場においても実践する教育改革が喫緊の課題である．
特に，巨大複雑化する社会的課題の解決に必須の統合型能力人材（Type-∑型）の育成に
向けた教育は，工学教育，特に機械工学教育の社会的使命と言っても過言ではない．この
課題は，大学教育，特に大学院教育の実質化に向けた社会と産業界からの期待に対応する
重要な課題であると言える．
図 5.2 トップランナー型イノベーション創造に求められる多様な人材像

以上の観点に立って，初等中等教育から高等教育までの教育改革の方向性を，次に提言
する．
提言 1：初等中等の理科・数学教育を技術・家庭及び社会・国語・英語等の教育とも連関さ
せて社会・世界の全体像の視点に立って学ばせる．・・・「科学技術リベラルアーツ=工学
教育のすすめ」
たとえば，①人間・社会と科学（自然法則）の関係：自然法則を知る科学としての理科・
数学を，人間と自然とのコミュニケーションの面白さとしても学ぶ．②科学（自然法則）
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と技術の関係：技術・家庭科を学ぶことは，自然法則を応用し，人間と地球に役に立つ価
値を創造することであり，その面白さを学ぶ．③人間・社会と技術の関係：人間が技術を
身につけて活用するには，理科・数学が不可欠であり，その体系が工学であることを学ぶ．
尚，この教育の改善は，現行の教育カリキュラムの増加等の枠組みの変更をせずとも，む
しろ学習指導要領の視点を広げて，各学習の一環に組み入れることが肝要である．
提言 2：工学教育における工学リベラルアーツ教育のすすめ
大学における工学の学部教育においても，初等中等教育における科学技術リベラルアー
ツ教育と連続性を持たせつつ，工学リベラルアーツ教育の強化を図る．
すなわち，1，2 年次の教育において，工学基礎・人文科学分野の科目を学ぶ際に，その学
習と社会及び工学専門科目との間のかわりを学ぶ．同時に，3，4 年次の工学専門科目を学
ぶ際にも，社会経済と世界との係りを視野に入れた英語・情報・保健等の人文社会系の科
目との連関を考慮した学習を行う．
提言 3：大学院工学教育における Σ 型統合能力人材育成カリキュラムの充実
学部教育にて培った科学技術・工学リベラルアーツの素養を基盤として，大学院教育研
究においては，従来の専門教育研究に加えて Σ 型統合能力育成のカリキュラムを強化し，
適性のある院生の学習選択肢を広げることが重要である．
Σ 型統合能力育成のカリキュラムの三要素として，次の要素を各大学の建学の精神・理念に
沿って具体的なカリキュラム設計に反映することを提言する．
① 専門分野に加えて工学全般に対する幅広い理解力
② 技術を社会経済的価値に結びつける技術経営能力の素養
③ 自国を基盤に置きつつ，地球的視点で発想し，行動できる能力（メタ・ナショナル能力）
尚，その教育の一環として，学術的価値の創造を社会・経済的価値の創造にまで橋渡し
をする役を担う人材（価値のフローとインターフェースを担う人材）の育成も，工学教育
研究，特に機械工学教育研究の重要な社会的使命として位置付けて振興することが肝要で
ある．
5.5 むすび
福島第一原子力発電所事故の厳しい教訓を活かし，21 世紀の工学，特に機械工学の社会
的使命の広がりを認識し，その実践に向けて「認識科学に立脚した設計科学」の視点と，
「技術の社会技術化科学」の視点の両方の視点に立脚した機械工学研究・教育と社会貢献
の新たなフロンティアに，日本機械学会とその構成員は挑戦すべきである．
その実践の要は，各構成員の社会的立場に立って「工学教育と研究とイノベーションの
三位一体的推進」の日常的な実践と研鑽に励むことを提唱する．同時にその実践の交換と
相互研鑚の場を，日本機械学会は一層強化することを提言する．
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第6章

結び

「福島原発事故の教訓から学ぶ工学の原点と社会的使命検討」委員会の議論を基に，本
報告をまとめた．いずれの命題も従来の工学研究・教育・社会貢献の枠を越えた難問を包
含しており，かつ，これからの「社会のための工学」と「科学技術創造立国の日本」の実
践と実現には避けて通れない課題でもある．
読者にはその視座に立って，本報告と提言を「21 世紀における工学研究・教育・社会
貢献」のニューフロンティアとして読まれることを期待する．
同時に，読者がそれぞれの社会的立場から，どれかの命題に取り組み，かつその命題の
解決に向けた研究開発・教育コミュニティあるいは科学技術・教育・イノベーション振興
政策コミュニティを創成して活動することを期待するとともに，日本機械学会等の場で横
通しと共有化活動に貢献することを期待する．
以上

75

